
プレミアムな、毎日へ。

インテル® Atom™ プロセッサー 搭載
※ 2016年1月～6月「BCNランキング」を元にした自社調べ。

インチクリアな映像美を堪能

解像度 
（2,048×1,536ドット）

サラウンドサウンド搭載

DTS-HD Premium Sound™対応

スタイリッシュで機能的
ワンランク上のZenPad™を楽しめる 

専用アクセサリー

Z Stylus（ゼット スタイラス）／Zen Clutch（ゼン クラッチ）

Android™

タブレット
販売台数
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ASUS ZenPad™ S 8.0（Z580CA）製品仕様

ここから始まる、プレミアムな毎日。
どんなシーンでもさっと取り出して使える、薄さと軽さ。細部までこだわり抜いた都会的でシックなデサイン。 
2K解像度の液晶パネルにはモーションブラーを抑える技術、そしてサウンドにはDTS-HD Premium Sound™を
搭載し、クリアで繊細な映像と、深みのあるサウンドを同時に楽しめます。大容量4GBメモリで、通勤時のマルチ
タスクも楽々、パワフルにこなします。また、Z Stylusを使えばノートに書くような感覚で書き込め、手帳やノート 
代わりなど、使い方が広がります。デザインにも機能にも妥協しない。プレミアムな毎日が、ここから始まります。

映画館のような音響を、ポータブルに持ち歩ける
DTS-HD Premium Sound™に対応。さら
にデュアルフロントスピーカーで、まるで映
画館にいるかのような臨場感と迫力満点
の音響を楽しめます。また、5.1chのバー
チャルサラウンドに対応しており、ヘッド
ホンでも本格的なサラウンドサウンドを
堪能できます。

どこまでもクリアで、魅惑的な映像美

● 2K解像度の液晶パネルを搭載
タブレット端末として最高峰の画面解像度、2,048
×1,536（QXGA）に、フルラミネーション加工の
IPS液晶パネルを搭載。これにより、画像や動画な
ど全てをより鮮明でクリアに表現することができ、
また、タッチレスポンスが更に向上しました。

［ ビジュアルマスター搭載 ］

ASUS Tru2Life+ なしASUS Tru2Life+ あり

●  あらゆるものを、より美しく魅せる。 
ASUS Tru2Life＋テクノロジー

画像のピクセルを分析し、最適なコントラ
ストと鮮明で美しい映像に自動調整して
くれる「ASUS Tru2Life＋」テクノロジー
を搭載。さらにモーションブラー低減機能
で、動きの激しい映像も、滑らかに再生
することができます。

［ モーションブラー低減機能 ］

ASUS ZenPad™ S 8.0（Z580CA）専用アクセサリー［ 別 売 ］

ワンランク上の
ZenPad™を楽しむ

Zen Clutch
ゼン クラッチ

□ JANコード
0889349087480（ブラック）
0889349087497（ホワイト）

1,024段階の筆圧感知で
思いのままに描ける
スタイラスペン

Z Stylus
ゼット スタイラス

□ JANコード 
0889349074213

ASUSについて
ASUSは、パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチなどのデジタルデバイスや、マザーボードをはじめとした、ビデオカードなどパソコン向け
高性能パーツを開発し、ワールドワイドに展開する総合エレクトロニクスメーカーです。2015年には4,368の賞を受賞しました。日本においては、2015
年にはSIMフリースマートフォン、Androidタブレット、マザーボードといった販売実績において、国内シェア第1位※を達成しています。 
※「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp/

AP-9-20161021-1

※1 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従い
アップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォーム
より新しいバージョンが搭載されている場合があります。 ※2 メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※3 内蔵ストレージ
の増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※4 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではあ
りません。 ※5 サービスを利用するには、2018年3月31日までにアクティベーションを完了していただく必要があります。アクティベーショ
ン完了後、12ヶ月のあいだは同一のサービスを追加することはできません。 ※6 使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大128GBまでに
なります。 ※7 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。 ※8 輝度
100nits（100cd/m2）で、720Pの動画を連続再生した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合が
あります。 ※9 USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。

● お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。 ● 同梱品、及
び専用オプション以外の動作は保証対象外です。 ● Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、 
またはGoogle Playギフトカードが必要です。 ● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。 ● 詳細
なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト（http://www.asus.com/jp/support/）からダウンロードできます。 ● Googleアカウン
ト等で作成されたデータは保証対象外です。 ● 本カタログの画像はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。 ● 本カタログに 
記載されている値は、すべて自社測定による参考値です。 ● このカタログの内容は、2016年10月現在のものです。

製品名 ASUS ZenPad™ S 8.0（Z580CA）

型番 Z580CA-BK32S4 Z580CA-WH32S4

本体カラー ブラック ホワイト

プラットフォーム ※1 Android™ 5.0

プロセッサー
プロセッサー名 インテル® Atom™ プロセッサー Z3560

動作周波数 1.83GHz

メインメモリ
搭載容量 ※2 4GB

仕様 LPDDR3

表示機能

液晶ディスプレイ
7.9型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶（LEDバックライト）、

アンチフィンガープリント、フルラミネーションディスプレイ、
Corning® Gorilla® Glass 3

解像度 2,048×1,536ドット（QXGA）

グラフィックス機能 PowerVR G6430

記録装置

内蔵ストレージ ※3 ※4 32GB

ASUS WebStorage 
サービス

5GB（永久無料版）

Googleドライブ 100GB（2年間無料版）※5

サウンド
機能

サウンド規格 DTS-HD Premium Sound™、SonicMaster

スピーカー デュアルフロントスピーカー内蔵

マイク デジタルマイク内蔵

Webカメラ
500万画素Webカメラ内蔵（アウトカメラ）
200万画素Webカメラ内蔵（インカメラ）

センサ GPS（GLONASSサポート）、加速度センサ、光センサ、電子コンパス、磁気センサ

通信機能
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.1

入力機能 ポインティングデバイス 10点マルチタッチ・スクリーン（静電容量方式）

インター
フェース 

USBポート USB Type-C×1

カードリーダー ※6 microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード

オーディオ ※7 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

電源 USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー

バッテリー駆動時間 ※8 約8時間

バッテリー充電時間 約3.5時間

バッテリー容量 4,000mAh

消費電力 最大約7W

サイズ 幅約134.5mm×高さ約203.2mm×奥行き約6.6mm 

質量 約298g

保証期間
端末本体／本体内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット ※9

：購入日より12ヶ月間の日本国内保証

主な付属品 USB ACアダプターセット ※9、ユーザーマニュアル、製品保証書

JANコード 0889349393758 0889349393772

インテル® Atom™ プロセッサー 搭載
Intel Inside®

素晴らしい体験を今すぐ欲しい！ASUSのタブレット
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