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0800-123-2787ASUS コールセンターお問い合わせ先 

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。

ASUS ZenBook Duo UX481FL 製品仕様

NB-9-2020307

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

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

シリーズ名 ASUS ZenBook シリーズ
製品名 ASUS ZenBook Duo UX481FL
型番 UX481FL-HJ122T UX481FL-HJ118T
本体カラー セレスティアルブルー
OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU
CPU名 インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー インテル® Core™ i5-10210U 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4.9GHz） 1.6GHz（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4.2GHz）
キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 8MB インテル® スマート・キャッシュ 6MB

チップセット ー

メインメモリ
標準 ※2 16GB 8GB
仕様 LPDDR3-2133

表示機能

メインディスプレイ 14型ワイドTFTカラー液晶
メインディスプレイ表面仕様 ノングレア
メインディスプレイ解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）
メインディスプレイタッチパネル 搭載
セカンドディスプレイ 12.6型ワイドTFTカラー液晶
セカンドディスプレイ表面仕様 ノングレア
セカンドディスプレイ解像度 1,920×515ドット（フルHD）
セカンドディスプレイタッチパネル 搭載
グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce® MX250（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1,920×1,080ドット 

記憶装置 SSD ※5 1TB（PCI Express 3.0 x2接続） 512GB（PCI Express 3.0 x2接続）（インテル® Optane™ メモリ 32GB搭載）

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 87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

外部ディスプレイ出力 HDMI×1
USBポート USB3.1（Type-C/Gen2）※8 ×1、USB3.1（Type-A/Gen2）×1、USB3.0 ×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（4セル）
バッテリー駆動時間 ※9 約13.9時間 約14.3時間
バッテリー充電時間 約2.4時間
消費電力 最大約65W

エネルギー消費効率（2011年度基準）※10 10区分 18.2kWh/年（88%） 10区分 18.5kWh/年（78%）

サイズ（突起部除く） 幅323mm×奥行き223mm×高さ20.4mm
質量 約1.66kg

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 Standard Edition（3製品共通ライセンス付）※11

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、スタンド

※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. 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. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。 ※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. 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。

● 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4月現在のものです。

インターフェース
microSDカードスロット USB 3.0

マイクロホン/
ヘッドホン・
コンボジャック×１

USB 3.1（Type-C/Gen2）電源ジャック

HDMI USB3.1（Type-A/Gen2）

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

※1 ノートパソコン、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。

この創造が、未来になる。

エイスース ゼンブック デュオ

UX481FL



DAILY TASK

CREATIVE WORK

ツールバーやパネルを多用するクリエイティブワー
クにも、動画視聴やWebブラウジングなどの日常
作業にも、作業領域の広いASUS ZenBook Duo
なら、ストレスなく作業をこなすことができ、効率も
アップします。

マルチタスクも快 適に
使い方は、あなた次第 ー

さらに詳しい製品詳細は www.asus.com/jpASUS Webサイト

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

創 造 性と生 産 性 が 融 合 する 、  
新しい 世 界ー

デュアルディスプレイを搭 載した 

ASUS ZenBook Duo。

メインディスプレイとシームレスに連 携する 

革 新的なScreenPad™ Plusにより、究極の生 産性を実現し、 

あなたの創造 力を最 大限に引き出します。

ノートパソコンの枠を超えた、新しい世界へようこそ。

セカンドディスプレイとしてはもちろん、専用の内蔵アプリが日々のワークフロー
の効率化を助けます。たとえば、よく使うソフトや機能を登録しておくことで、そ
れらをワンタッチで実行できます。メインディスプレイからソフトの操作パレット
やウインドウを移動して、広大な作業領域を確保することも可能です。

革 新 的なもう一 つのディスプレイ
限りない可能性を秘めている ー

HandwritingApp NavigatorTask GroupTask Swap

OrganizerViewMaxAddApp Switcher究 極 の 生 産 性
ワンタッチで切り替えできる
さまざまなスクリーンモード

ScreenPad™ Plus

※ 製品の仕様は実際と異なる場合があります。

ScreenPad™ Plusについて
詳しくはこちら

左右のベゼル幅を極限までスリム化したタッチ対応ディスプレ
イにより、没入感の深い極上のビジュアル体験を提供します。
さらに、カラーキャリブレーションが施されたPANTONE®カ
ラー準拠の正確な色表現は、グラフィックスのプロフェッショ
ナルにとって快適な使用感を実現します。

没 入 感あふれるビジュアル 体 験
その美しさに引き込まれる ー

想いをカタチにするパフォーマンス
表現は高速にパワフルに ー

ASUS ZenBook Duoは、最新の第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、
NVIDIA® GeForce® MX250グラフィックスを搭載。さらにPCI Express 
3.0 x2接続のSSDを搭載し、高速な処理速度を実現しています。

メモリ

GPU

CPU

SSD［ PCI Express 3.0 x2 接続 ］

GeForce MX250
Core i7

1TB

16GB

UX481FL-HJ122T UX481FL-HJ118T

Core i5

8GB

512GB
インテル® Optane™
メモリー H10

Core™ i7 プロセッサー、
 MX250グラフィックスを搭載。さらにPCI Express 

 Optane™

左右のベゼル幅を極限までスリム化したタッチ対応ディスプレ
イにより、没入感の深い極上のビジュアル体験を提供します。
さらに、カラーキャリブレーションが施されたPANTONE®カ
ラー準拠の正確な色表現は、グラフィックスのプロフェッショ
ナルにとって快適な使用感を実現します。

没 入 感あふれるビジュアル 体 験
その美しさに引き込まれる ー

ZenBookの特徴である精巧なスピン加工がアシンメトリーに施され、
洗練された存在感を放ちます。エルゴリフトヒンジにより、天板を開く
とタイピングに最適な傾斜が生まれ、また、冷却性能の向上、さらにス
ピーカーからの音の広がりも向上しました。美しさと機能の融合により
デザインが評価され、グッドデザイン賞を受賞しました。

創 造 力を引き出すデザイン
持ち物には、個性が表れる ー

Windows Hello対応の顔認証センサーによ
り、もう面倒なパスワードの入 力は必要あり
ません。ログインが簡単になるだけでなく、セ
キュリティを強化させることできます。

見るだけで簡単高速ログイン
ログインは顔をかざすだけ ー

［ 顔認証 ］

Windows Hello対応の顔認証センサーによ
り、もう面倒なパスワードの入 力は必要あり
ません。ログインが簡単になるだけでなく、セ
キュリティを強化させることできます。

見るだけで簡単高速ログイン
ログインは顔をかざすだけ 

※ ASUS Pen（別売） 対応




