
インテル® Core™ i7 プロセッサー

ASUS ZenBook S UX393EA 製品カタログ 2020.11

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。

詳しい製品情報 www.asus.com/jpASUS Webサイト

あなたの感性が、動き出す。
上質さと、実用性をスマートに兼ね備える13.9型ノートパソコン

エイスース ゼンブック S

卓越したビジュアル体験
新しい3:2の画面比率

［ DCI-P3カバー率 ］
100%

［ 画面比率 ］

3:2

上質を持ち歩く
高いモビリティ性能

［ 薄 さ ］
15.7mm

［ 軽 さ ］
約1.35kg

上質を持ち歩く
高いモビリティ性能

15.kg

充実のインターフェイス
最新のThunderbolt™4 対応

2
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ASUS ZenBook S UX393EA 製品仕様

上質を持ち歩く 
高いモビリティ性能
洗練された品格を漂わせるジェードブラックの
メタルボディ。軽さと耐久性の両立を実現し、毎
日の使用でも安心です。さらに、外出先でも十
分に使える大容量長時間駆動バッテリーに加え、
Type-Cからの充電をサポートしています。

インテル® Core™ i7 プロセッサー

詳しい製品情報 www.asus.com/jpASUS Webサイト

※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. 
ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 ※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. 赤外線（IR）カメラにより、Windows Hello をサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用
するアプリなどにより異なります。 ※7. 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）。 ※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. オーディオジャックをご利用の場合は、付属のUSB Type-Cオーディオジャッ
クアダプターをUSB Type-Cポートへ接続してご利用ください。 ※10. 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。 ※11. 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。

● 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、2020年
11月現在のものです。

お
問
合
せ

お電話
受付時間：９：00～19：00（年中無休）
※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）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.jp @ASUSJapan

asusjapan ASUS Storejp.store.asus.com/

ASUS Store：

NB-9-20201119_2

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！

プレミアムな使いやすさを追求
タイピングが快適な角度にキーボードをキープ
するエルゴリフトヒンジや、タッチパッドがテン
キーになる独自のNumberPadを搭載。モビリ
ティに優れたノートPCでありながら、使い心地
にも妥協はありません。

シリーズ名 ASUS ZenBook Sシリーズ

製品名 ASUS ZenBook S UX393EA

型番 UX393EA-HK001TS

本体カラー ジェードブラック

OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー

動作周波数 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大4.7GHｚ

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 12MB

メインメモリ
標準 ※2 16GB

仕様 LPDDR4X-4266

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 3,300×2,200ドット

タッチパネル 搭載

グラフィックス機能 インテル® Iris® Xe グラフィックス （CPU内蔵）

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

外部ディスプレイ出力 ※4 最大4,096×2,160ドット 

記憶装置 SSD ※5 1TB（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 92万画素赤外線（IR）カメラ内蔵 ※6

通信機能

LAN ー

無線LAN ※7 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 5.0

入力機能
キーボード 85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 10点マルチタッチ・タッチスクリーン（静電容量方式）、
マルチタッチ・タッチパッド（NumberPad）

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）※8×2、USB3.2（Type-A/Gen1）×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 ヘッドホン・ジャック×1 ※9

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 ※10 約13.7時間

バッテリー充電時間 約2.2時間

消費電力 最大約65W

エネルギー消費効率 ※11 12区分 13.7kWh/年（AAA）

サイズ（突起部除く） 幅306mm×奥行き224mm×高さ15.7mm

質量 約1.35kg

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 Microsoft Office Home & Business 2019

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、専用スリーブ、
USB Type-Cオーディオジャックアダプター

［ 薄 さ ］
15.7mm

［ 軽 さ ］
約1.35kg

充実のインターフェイス 
最新のThunderbolt™ 4に対応
薄さを追求しつつ、実用性を損なわないよう、充実のインターフェイスを搭載。
高速なデータ転送や4K映像の出力が可能なThunderbolt™ 4にも対応し、
いつもの機器から最新のものまで接続可能です。

USB3.2（Type-A/Gen1）
microSDカードリーダー

Thunderbolt 4
（Type-C）

HDMI

卓越したビジュアル体験 
新しく3:2の画面比率を採用
ASUS ZenBookシリーズ初となる3:2の画
面比率を採用。従来の16:9に比べ縦長になる
ことで、Webサイトの閲覧や文章作成などが
より快適に、かつ効率的に行えます。さらに、
PANTONE®カラー準拠の色鮮やかな画面表
示で、かつてないビジュアル体験を提供します。

［ DCI-P3 ］
100%

［ sRGB ］
133%

［ 画面比率 ］

3:2
［ タッチ対応 ］




