
※GFK 2020年の資料に基づく自社調べ。
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光学メカニカル
スイッチ AURA SYNC

アール・オー・ジー ゼフィルス

ハイクラスなゲーミングプレイに
プレミアムなディスプレイ

120Hz
［ リフレッシュレート ］

100%
［ DCI-P3 ］

3ms
［ 応答速度 ］

4KUHDDisplay
［ 解像度（3,840×2,160） ］

インテル® i9-11900H プロセッサー

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU
（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

スリムボディに
モンスター級のパフォーマンス

ROGインテリジェント冷却性能

独自の高性能冷却システム

Active Aerodynamic
System Plus

Thermal Grizzly社製の
液体金属グリスを採用

※画像はイメージです。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel 
Corporation またはその子会社の商標です。

さあ、伝説を始めよう。インテル® Core™ i9 プロセッサー搭載

詳しい製品詳細は ROG Webサイト https://rog.asus.com/jp/

怒 涛の迫 力。衝 撃 的にスリム。
極限のクールと薄さを備えた、革新が宿るゲーミングノートPC



Thermal 
Grizzly社製

液体金属グリス

5°
人間工学に

基づいた傾斜角

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！
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にも！
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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 Zephyrus S17 GX703HS-I9R3080U120 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、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。 ※8. 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。 ※9. 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。 ※10. 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。 ※11. 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、2021年8月現在のものです。

惹き込まれる4K 120Hzの映像美と3msの反応速度
狭額ベゼルによって、スリムな本体ながら
17.3インチの大画面を搭載。120Hzのリフ
レッシュレートと3msの応答速度を実現し、
IPSレベルの広視野角とDCI-P3 100%の
広い色域、PANTONE® 認証を取得してい
ます。圧倒的な没入感で、なめらかで残像
の少ない映像と高い色再現性を実現します。

狭額ベゼルによって、スリムな本体ながら
17.3インチの大画面を搭載。120Hzのリフ
レッシュレートと3msの応答速度を実現し、
IPSレベルの広視野角とDCI-P3 100%の
広い色域、PANTONE
ます。圧倒的な没入感で、なめらかで残像
の少ない映像と高い色再現性を実現します。

120Hz
［ リフレッシュレート ］

100%
［ DCI-P3 ］

88%
［ 画面占有率 ］

3ms
［ 応答速度 ］

4K UHD Display

3,840 2,160

天板を開くと、吸気口が開放される独自の高
性能冷却システム「Active Aerodynamic 
System Plus」により、前モデルの構造に比
べ最大約50％のエアフローが向上し、PC内
部の温度を低減します。

ROG独自の冷却システム ー

Active Aerodynamic 
System Plus

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！

シリーズ名 ROG Zephyrus シリーズ
製品名 ROG Zephyrus S17 GX703HS
型番 GX703HS-I9R3080U120
本体カラー オフブラック
OS ※1 Windows 10 Pro 64ビット

CPU
CPU名 インテル® Core™ i9-11900H プロセッサー
動作周波数（標準/最大） 2.5GHz/4.9GHz
キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 24MB

チップセット インテル® HM570
メイン
メモリ

標準 ※2 32GB
仕様 DDR4-3200

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 3,840×2,160ドット（UHD）（120Hz）
タッチパネル 非搭載
グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 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7,680x4,320ドット

記憶装置 SSD ※5 2TB（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 ステレオスピーカー内蔵（1W×6）
マイク 3D アレイマイク内蔵

Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵
センサ 指紋認証

通信機能
LAN 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 95キー英語光学メカニカルキーボード（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）※7×1、USB3.2（Type-A/Gen2）×3
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

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）
バッテリー駆動時間 ※8 約5.5時間
バッテリー充電時間 約1.8時間
消費電力 最大約280W
エネルギー消費効率 ※9 12区分 56.1kWh/年（58%）
サイズ（突起部除く） 幅394.9mm×奥行き264.3mm×高さ19.99～22.5mm
質量 約2.75kg

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）※10
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 ※11、製品マニュアル、製品保証書

最薄部わずか19.99mmのスリムなボディからは想像で
きない重量級のパワーを秘めています。8コア16スレッド
動作の最新第11世代インテル® Core™ i9-11900H プロ
セッサーに加え、AmpereアーキテクチャによるNVIDIA® 
GeForce RTX™ 3080 Laptop GPUを搭載。圧倒的なマ
ルチスレッド性能と滑らかな描画力で、あらゆるゲームを快
適に楽しむことができます。

わずか19.99mmのスリムボディに
さらなるパフォーマンスをプラス

［ SSD（PCI Express 4.0×4接続） ］
2TB32GB

［ メモリ（DDR4-3200） ］

最新
第11世代
インテル®

CPU

ROG-9-20210809

天板を開くと、キーボードが5°の角度で立ち上がる変形機構により、快適な
タイピングを実現。さらに、デバウンス遅延なしの超光速・長寿命な光学メカ
ニカルスイッチを採用したゲーミングキーボード、ゲーム中に直感的に音量や
ディスプレイの明るさなどが操作できるマルチホイールを搭載しました。

e-Sportsの最前線で戦える、快適な操作性と俊敏な応答性

［ 光学メカニカルスイッチ ］ ［ マルチホイール ］ ［ AURA SYNC ］［ AURA SYNC ［ AURA SYNC ［ ］

Per-key RGBPer-key RGB

オールキーRGB
イルミネートキーボード

さあ、伝説を始めよう。インテル® Core™ i9 プロセッサー搭載

詳しい製品詳細は ROG Webサイト https://rog.asus.com/jp/




