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ASUS ZenBook S13 UX392FN 製品カタログ 2019.4

質 量

512GB
［ NVMe SSD ］

1.16kg約95%約

Power・Beauty・Evolve



ASUSなら万が一故障しても、
ご自宅まで引き取りに伺います。ASUSピックアップサービス

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

※1 ノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップPC、All-in-One（一体型PC）、液晶ディスプレイ、プロジェクターの
み対応。※2 メーカー保証期間外は有料となります。保証内容については製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。※3 引き
取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引き取り、お届けに時間をいただく場合がございます。

※1

お
問
合
せ

ご来店お電話 ※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
［ 通話料無料 ］ASUSコールセンター：

※ノートPC／タブレット／スマートフォン製品のみ

東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル1F
営業時間：10：00～20：00（最終受付19:00／年末年始休業）

カスタマーサービスセンター：ASUS Store Akasaka

NB-9-20190327_2
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※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. 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。
データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。 ※7. 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。 ※8. 同梱の手順に従い、｢WPS Office ライセンスカード」に記載の
シリアル番号を入力してください。 ※9. データ転送用のUSB3.0×1、映像出力用のHDMI×1、本機への充電用のType-C×1を搭載しています。

● 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、2019年4月現在のものです。

ASUS ZenBook S13 UX392FN 製品仕様
シリーズ名 ASUS ZenBook S シリーズ
製品名 ASUS ZenBook S13 UX392FN
型番 UX392FN-8565
本体カラー ユートピアブルー
OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU
CPU名 インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー
動作周波数 1.8GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.6GHz）
キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 8MB

チップセット ー

メインメモリ
標準 ※2 16GB
仕様 LPDDR3-2133

表示機能

ディスプレイ 13.9型ワイドTFTカラー液晶
表面仕様 グレア
解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）
タッチパネル 非搭載
グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce® MX150（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）
ビデオメモリ ※3 2GB
外部ディスプレイ出力 ※4 最大3,840×2,160ドット 

記憶装置 SSD ※5 512GB（PCI Express 3.0 x2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×2）
マイク アレイマイク内蔵

Webカメラ 92万画Webカメラ内蔵
センサ 指紋認証

通信機能
LAN ー
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.1

入力機能
キーボード 86キー日本語キーボード（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
USBポート USB3.1（Type-C/Gen2）※6 ×2、USB3.1（Type-A/Gen2）×1
カードリーダー 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 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

電源 ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー（3セル）
バッテリー駆動時間 ※7 約16.4時間
バッテリー充電時間 約2.5時間
消費電力 最大約65W
エネルギー消費効率（2011年度基準） M区分 0.003（AAA）
サイズ（突起部除く） 幅316mm×奥行き195mm×高さ12.9mm
質量 約1.16Kg

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
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 WPS Office ※8
主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS ミニ ドック ※9、専用スリーブ
JANコード 0192876297766

高い性能に加え、美しさと使いやすさを極限まで磨き上げたZenBookは、米国
軍事規格であるMIL規格に準拠する強靭なボディによって支えられています。どこ 
にでも持ち運べる“安心感”もZenBookのこだわりの一つです。

スリムなデザインを支える強靭なボディ

最高クラスの薄さ・軽さ
約12.5％＊の小型化により、13.9型ながら、一般
的な13型よりもコンパクトに。わずか12.9mm
の薄さと約1.16kgの軽さ、さらに約16.4時間
のバッテリー駆動時間を実現。一日中、どこに
でも気軽に持ち運べます。

12.9mm
薄 さ

＊ 同クラスのディスプレイサイズを搭載した旧モデル（2017年発表）との比較

従来の 
モデルより 小さい

＊

まるでフレームレス
フルHD対応の13.9型液晶ディスプレイ
を搭載。世界最小クラスのウルトラスリム
ベゼルの採用により、95%の高い画面占
有率を実現しました。まるで映像が宙に
浮かんでいるかのような圧倒的な臨場感
をもたらします。

95%

画面占有率 超狭額ベゼル

3.5mm
（横幅）

GeForce®

MX 150

第8世代インテル ® Core™ i7 プロセッサーと独立グラフィックスNVIDIA® 
GeForce® MX150、512GBのNVMe接続の超高速SSDを搭載。さらにデュ
アルファンによる高度な冷却システムが、高い性能が要求される動画編集などの
クリエイティブワークにも威力を発揮します。

小さくても妥協のない性能

512GB
［ NVMe SSD ］

質 量

1.16kg約

約




