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https://asus-event.com/anshin/▲

詳しくはこちら※1 規定期間中にMyASUSへのご登録が必要です。
※2 検証費、作業費、部品代金の80%はASUSが負担します。

故障・破損・どんな壊れ方でも保証

自己負担：交換部品代の

のみ
（＋消費税）

※２※1保 証 加入料
［1年目有 効 ］

登録するだけ！

ウイルス
にも！

水没
にも！

落下
にも！

落雷
にも！

故障原因問わず、絶対サポート！

お
問
合
せ

お電話 ※携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は （通話料はお客様負担）
受付時間：９：00～19：00（年中無休）

0570-783-886
ASUSコールセンター： ［ 通話料無料 ］

www.asus.com/jp/

ASUS公式サイト：
ASUS Republic of Gamers

@asusrog@ASUS_ROG

ASUS Store
jp.store.asus.com/

ASUS Store：

ROG製品レビュー投稿キャンペーン実施中！
＞ 詳しいキャンペーン情報はこちら

レビュー投稿で
 ROGグッズが絶対もらえる！

プレイタイム。いつでも。

G733CX-I9XR3080TI 製品仕様

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 ※3. 専用ビデオメモリです。 ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※5. リカ
バリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります（5.2GHz帯高出力データ通信システ
ムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く）。 ※7. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。 ※8. データ転送と映像出力、本機への給電
をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。 ※9. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※10. エネルギー消費効率
とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%
未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 ※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト（https://asus-
event.com/anshin/）をご確認ください。 ※12. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。

● ASUS以外またはASUS非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合は保証対象外となります。 ● 製品の外観や仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。 ● 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標
または商標です。 ● 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。 ● 製品画面はハメコミ合成となり変更される場合があります。 ● ご利用になれるアプリとその機能は国や地域によって異なる場合があります。 ● 一部のコ
ンテンツは別売りになります。 ● このカタログの内容は、2022年7月現在のものです。

※GFK 2021年のノートPC資料に基づく自社調べ。

プレイタイム。いつでも。

シリーズ名 ROG Strix シリーズ

製品名 ROG Strix SCAR 17 SE G733CX

型番 G733CX-I9XR3080TI

本体カラー オフブラックステルス

OS ※1 Windows 11 Home 64ビット

CPU CPU名 インテル® Core™ i9-12950HX プロセッサー

チップセット モバイル インテル® HM670

メインメモリ
標準 ※2 32GB

仕様 DDR5-4800

表示機能

ディスプレイ 17.3型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 ノングレア

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）（360Hz）

タッチパネル 非搭載

グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

ビデオメモリ ※3 16GB

外部ディスプレイ出力 ※4 最大7,860x4,320ドット 

記憶装置 SSD ※5 4TB RAID0（2TB×2）（PCI Express 4.0 x4接続）

光学ドライブ

ドライブの種類 ー

読み出し速度 ー

書き込み速度 ー

サウンド機能

サウンド規格 ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

スピーカー クアッドスピーカー内蔵（2W×2、1W×2）

マイク アレイマイク内蔵

Webカメラ ー

センサ ー

通信機能

LAN 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth®機能 Bluetooth® 5.1

入力機能
キーボード 107キー日本語キーボード（オールキー RGB イルミネートキーボード）

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド

インターフェース

外部ディスプレイ出力 HDMI×1

USBポート Thunderbolt 4（Type-C）※7 ×1、USB3.2（Type-C/Gen2）※8 ×1、USB3.2（Type-A/Gen1）×2

カードリーダー ー

オーディオ マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

セキュリティスロット 非搭載

電源 ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー（4セル/90Wh）

バッテリー駆動時間 ※9 約7.0時間

バッテリー充電時間 約1.8時間

消費電力 最大約330W

エネルギー消費効率 ※10 12区分 48.9kWh/年（58%）

サイズ（突起部除く） 幅395mm×奥行き282.1mm×高さ23.4～28.3mm

質量 約3.0kg

保証期間 本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証＋購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証（日本国内保証・要登録）※11
バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証

ビジネス統合アプリ ー

主な付属品 ACアダプター ※12、製品マニュアル、製品保証書、キーストーンⅡ、Armorキャップ×2、UVライト

最 強 で 最 速 、敵 はい ない。

アール・オー・ジー ストリクス

G733CX-I9XR3080TI



Thermal Grizzly社製の液体金属グリス
Conductonaut Extreme

エアフローを最大限に高めながら、
ノイズレベルを低く抑えたArc Flowファン

USB3.2（Type-A/Gen1）
マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック

Thunderbolt™ 4（Type-C）
USB3.2（Type-C/Gen2）

電源ジャック
有線LANポート

HDMI2.1（8K/60Hz、4K/120Hz出力対応）

eスポーツなどのプロゲーマーのために設計された360Hzのリフレッシュレート
と3msの応答速度を実現した、超高速駆動フルHDゲーミング液晶を搭載。IPSレ
ベルの広視野角とAdaptive-Syncに対応し、圧倒的な没入感で、より滑らかな
映像表示が可能です。さらに、Dolby Vision HDR対応のディスプレイとDolby 
Atmos対応のクアッドスピーカーを搭載し、シネマ級のオーディオビジュアル体験
を実現しました。

＊すべてのデバイスの
動作を保証するもの
ではありません。

HDMI×1
［ IEEE802.11ax対応 ］

USB 3.2×2
［ Type-A/Gen1 ］

Thunderbolt 4 ×1
［ Type-C ］ ［ Gen2 給電対応＊ ］

USB 3.2 Type-C×1

高速なデータ転送だけでなく映像出力をサポートするThunderbolt 4に加え、
USB3.2（Type-C）ポート1基とUSB3.2（Type-A）ポート2基、8K/60Hz・
4K/120Hzの出力に対応したHDMI2.1ポートなど、豊富なインターフェースを搭載。
ゲームプレイに必要なさまざまなデバイスを接続できます。

ゲーミング環境を快適にする豊富なインターフェース

Adaptive
Sync 対応

［ IPSレベル ］
IPS

［ sRGB ］
100%

［ 応答速度 ］
3ms

［ リフレッシュレート／解像度 ］
360Hz 1,920×1,080

FHD

冷却機能の核となる熱移動部分には、局所的に熱を移動できるヒートパイプに
加えて、面で熱を拡散できるベイパーチャンバーを搭載しました。メイン基板の
48.8％を覆う巨大なベイパーチャンバーを使用することで、基板上の熱源から迅
速に熱を奪います。
CPUとGPUには、液体金属グリスの中でも極めて熱伝導率が高いThermal 
Grizzly製のConductonaut Extreme液体金属グリスを使用し、通常のグリス
に比べて、CPU温度を最大15°Cまで低下させることに成功しました。さらに、内
部に強力な空気の流れを生み出す四つの通気孔と、強力な12V駆動のファンを二
つ搭載。キーボードのWASDキー部分には吸気孔を設け、ゲーム中などに気にな
るWASDキー周りの温度上昇を抑えています。

最先端の冷却システムで、いつでもクールに戦える

キーボードには独自のROGオーバーストローク技術を使用しており、
キー入力時の優れた応答性と高い入力精度を実現しています。さらに、
キーボードの上部には、音量やマイクのオンオフ、パフォーマンスモー
ドの変更、システム設定アプリのArmoury Crateを起動できるショー
トカットキーを搭載。便利な機能にいつでも素早くアクセスできます。

プレイヤーに素早く呼応するゲーミングキーボード

［ AURA SYNC ］［ AURA SYNC  AURA SYNC  AURA SYNC ］ ［ オールキーRGBイルミネートキーボード ］

Per-key RGB

※ 日本発売モデルは日本語キーボードとなります。

進化の頂点にある最強のゲーミングノートパソコン性能

CPUには異なる性質のコアを一つのCPUに共存させるハイブリッド・アーキテク
チャーを採用した、16コア24スレッドCPUの第12世代 インテル® Core™ i9-
12950HX プロセッサーを搭載。第11世代の同クラスのCPUよりも最大59％※1

も性能を向上させています。

GPUには、NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPUを搭載し、加えて
CPUをバイパスしてGPUから直接画面描画を行える独自のMUXスイッチ機能を
搭載することで、搭載しない場合と比べて大幅な性能向上を実現しています。

メモリは高速なDDR5-4800メモリを32GB搭載し、ストレージにはPCI Express 
4.0 x4接続のSSDをRAID 0構成で4TB搭載。アプリの起動からデータの読み出
しまですべてが最上級です。

※1 Cinebench R20 nTによるテスト結果（自社調べ／環境や使用状況などについて結果が異なる場合があります）。

NVIDIA® GeForce RTX™

3080 Ti Laptop GPU

最新
第12世代

CPU

インテル® Core™

i9-12950HX プロセッサー

［ メモリ ］
（DDR5-4800）
32GBMUX 

Switch
［ MUXスイッチ ］

［ SSD ］
（PCI Express 4.0×4接続）
4TB

RAID 0 構成
2TB×2

※画像はイメージです。

天板には通常の照明下ではその存在が確認できない、特殊なインビジ
ブルインクで描かれたメッセージが隠されています。付属のUVライト
を当てて、隠されたメッセージを確認してみてください。

天板に隠された目に見えない秘密のメッセージ

UVライト（付属）

冷却機能の核となる熱移動部分には、局所的に熱を移動できるヒートパイプに
加えて、面で熱を拡散できるベイパーチャンバーを搭載しました。メイン基板の

最先端の冷却システムで、いつでもクールに戦える

eスポーツなど、高速アクションゲームに最適。
超高速・低遅延 360HzのフルHDゲーミングディスプレイ

プレイタイム。いつでも。




