
R O G Phone (ZS600KL)

ZS600KL-BK512S8

ブラック

Android™ 8.1 (RO G  UI)

プロセッサー名 Q ualcom m ®  Snapdragon™ 845 (オクタコアCPU)

動作周波数 2.96G Hz

搭載容量 ※2 8G B

仕様 LPDDR4X

ディスプレイ
6型ワイドAM O LEDディスプレイ
Corning® G orilla® G lass 6

解像度 2,160×1,080ドット(フルHD+)

グラフィックス機能 Adreno 630

内蔵ストレージ※3 ※4 512G B (UFS 2.1)

ASUS W ebStorageサービス 5G B (永久無料版)

G oogleドライブ 100G B (1年間無料版)※5

サウンド規格
Hi-Res
D TS:X® Ultra

スピーカー デュアルフロントスピーカー内蔵

マイク トリプルマイク内蔵

アウトカメラ
1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ)
800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ)
LEDフラッシュ

インカメラ 800万画素カメラ内蔵

GPS(G LO NASS、BeiD ou、G alileo、Q ZSSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、
近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、磁気センサー、NFC ※6、超音波センサー

無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域：2.4G Hz/5G Hz)
IEEE802.11ad (周波数帯域：60G Hz)

Bluetooth®機能 Bluetooth® 5.0

FD D -LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B28/B29/B32

TD -LTE B34/B38/B39/B40/B41/B46

キャリアアグリゲーション 5C A(D L)/2C A(UL)対応 ※7

W -C D M A B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19

G SM /ED G E 850/900/1,800/1,900M Hz

対応

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)

USBポート※8 USB Type-C×1 (USB 2.0)

サイドマウントコネクター (48ピン)※9 USB Type-C×1 (USB 3.1)※8 ※10

SIM カードスロット※11 nanoSIM スロット×2

オーディオ ※12 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー

W i-Fi通信時 ※13 約14.7時間

モバイル通信時 ※14 約13.6時間

連続通話時間 ※15
約2,454分 (3G )
約2,268分 (VoLTE)

連続待受時間 ※15
約533.3時間 (3G )
約541.2時間 (VoLTE)

約1.9時間

4,000m Ah

最大30W (Q uick C harge 4.0対応)※16

高さ約158.8m m ×幅約76.1m m ×奥行き約8.3m m

約200g

対応 (IPX4)

端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット※17
購入日より12ヶ月間の日本国内保証

USB ACアダプターセット※17、SIM イジェクトピン、RO G Phone C ase、
AeroActive C ooler、ユーザーマニュアル、製品保証書

0192876097090

プロセッサー

メインメモリ

製品名

型番

本体カラー

プラットフォーム ※1

センサー

通信機能

通信方式

サウンド機能

カメラ

表示機能

記憶装置

バッテリー充電時間

バッテリー容量

消費電力

電源

バッテリー駆動時間

テザリング機能

インターフェース

主な付属品

JANコード

※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.アクティベーション完了後、12ヶ月の間は同一のサービスを追加することはできません。また、サービスの内容は予告なく変更または終了する場合があります。
※6.NFCはType A/Bに対応しています。
※7.国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。
※8.O TGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。
※9.サイドマウントコネクター (48ピン)の片側はUSB Type-C×1 (USB 3.1)、片側はアクセサリー専用の接続端子となります。
※10.USB Pow er D elivery 3.0、またDisplayPortによる映像出力に対応しています。
※11.SIM 1/SIM 2のnanoSIM カードスロットはともに、4G /3G /2G回線の接続に対応しています。
※12.4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。
※13.輝度100nits(100cd/㎡)で、ウェブブラウジング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。
※14.輝度100nits(100cd/㎡)で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングした場合の自社調べの利用時間です。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。
※15.連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な自社調べの利用時間です。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。
※16.Q uick C harge 4.0での急速充電は、サイドマウントコネクター側のUSB Type-Cポートのみ対応しています。また、急速充電には付属のACアダプターを使用する必要があります。
※17.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。

● 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://w w w .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。

サイズ

質量

保証期間

防水機能



Tw inView D ock

90AZ01U0-P00110

RO G Phone (ZS600KL)

ブラック

ディスプレイ
6型ワイドAM O LEDディスプレイ
Corning® G orilla® G lass 6

解像度 2,160×1,080（フルHD+）

スピーカー ステレオスピーカー内蔵（1W×2）

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)

USBポート USB Type-C×1 (USB 3.1/G en1)※1

カードリーダー SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード

オーディオ マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ※2

6,000ｍAh

冷却ファン内蔵

27W ※3

高さ約54m m ×幅約172m m ×奥行き約108m m

約416g

購入日より12ヶ月間の日本国内保証

ユーザーマニュアル、製品保証書

0192876184608

インターフェース

サイズ

消費電力

冷却機能

バッテリー容量

質量

主な付属品

JANコード

※1.データ転送、ACアダプターからの給電に対応しております。給電の際は接続した対応機種のACアダプターをご使用ください。
※2.4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。
※3.RO G Phone (ZS600KL)付属のACアダプターを使用した場合となります。
●サイドマウントコネクター (48ピン)にて本体と対応機種を接続します。

保証期間

製品名

型番

対応機種

カラー

表示機能



ASUS W iG ig® Display Dock

90AC 0350-BDS001

RO G Phone (ZS600KL)

ブラック

IEEE802.11ad

USBポート USB3.0×1

外部ディスプレイ出力 HDM I×１（最大解像度：1,920×1,080）

最大約24W

高さ約100m m ×幅約124m m ×奥行き約48m m

約200g（本体）
約345g（本体、ACアダプター、プラグ含む）

購入日より12ヶ月間の日本国内保証

製品保証書、ACアダプター、変換プラグ※1

0192876005606

ASUS ProfessionalDock

90AC 0360-BDS001

RO G Phone (ZS600KL)

ブラック

USB端子
USB Type-C (メス)×1 (USB 3.1/G en1)※1
USB Type-A (メス)×2 (USB 3.1/G en1)
USB Type-C (オス)×1 ※2

外部ディスプレイ出力 HDM I×1（最大解像度：3,840×2,160）

通信機能 Gigabit Ethernet RJ45

高さ約15.6m m ×幅約100m m ×奥行き約60m m

約105g

購入日より12ヶ月間の日本国内保証

製品保証書

0192876025963

※1.データ転送、ACアダプターからの給電に対応しております。給電の際は接続した対応機種のACアダプ
ターの使用を推奨します。ご使用のACアダプター、使用状況により各種ポートの実際の動作、パフォーマン
スに影響が出る場合があります。
※2.端末への接続端子となります。

製品名

型番

カラー

主な付属品

JANコード

インターフェース

質量

サイズ

保証期間

対応機種

主な付属品

JANコード

消費電力

インターフェース

※1. ACアダプターのプラグは日本仕様のものとなっておりますが海外でも使用いただける変換プラグを同
梱しております。

通信機能

保証期間

製品名

型番

カラー

サイズ

質量

対応機種



G am evice® for RO G Phone

90AC 0390-BC L001

RO G Phone (ZS600KL)

ブラック

ショルダーボタン（L1、R1）
トリガーボタン（L2、R2）
アナログサムスティック（L、R）
フェイスボタン（A、B、X、Y）
8方向Dパッド
特殊機能ボタン
ファンクションボタン（L、R)

USBポート※1 USB Type-C×1

オーディオ マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

最大10W ※2

高さ約25m m ×幅約247m m ×奥行き約90m m

約125g

購入日より90日間の日本国内保証

製品保証書

0192876054352

インターフェース

消費電力

主な付属品

JANコード

※1.接続した対応機種への充電に対応しております。充電の際は接続した対応機種のACアダプターをご使用
ください。データ転送はサポートしておりません。
※2.RO G Phone (ZS600KL)付属のACアダプターを使用した場合となります。

サイズ

質量

保証期間

製品名

型番

対応機種

カラー

ボタン/スティック



通信機能 LAN

ディスプレイ出力端子

ディスプレイ入力端子

USBポート

カードリーダー

オーディオ

冷却機能

製品名

型番

対応機種

カラー

素材

サイズ

質量

主な付属品

JANコード

0192876184394

※1.接続した対応機種への充電に対応しております。充電の際は接続した対応機種のACアダプターをご使用ください。データ転
送はサポートしておりません。
※2.接続PCからの入力用のポートとなります。
※3.RO G Phone (ZS600KL)付属のACアダプターを使用した場合となります。
●サイドマウントコネクター (48ピン)にて本体と対応機種を接続します。

高さ約162.2m m ×幅約79.6m m ×奥行き約12.5m m

約25g

製品保証書

0192876055441

M obile Desktop Dock

90AZ01V0-P00100

RO G Phone (ZS600KL)

ブラック

Gigabit Ethernet RJ45

HDM I×1、DisplayPort×1

DisplayPort×1 ※2

USB Type-C×1 ※1
USB Type-A ×4 (USB 3.1/G en1)
m icroUSB3.0×1 ※2

SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード

S/PDIF×１、マイク入力×１

冷却ファン内蔵

最大約30W ※3

RO G Phone C ase

90AC 03A0-BBU001

RO G Phone (ZS600KL)

ブラック

ポリカーボネート

主な付属品

JANコード

保証期間

製品名

型番

対応機種

カラー

インターフェース

消費電力

サイズ

質量

高さ約87.8m m ×幅約176.3m m ×奥行き約106m m

約400g

購入日より12ヶ月間の日本国内保証

ユーザーマニュアル、製品保証書
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