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ASUSについて
ASUSは、パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチなどデジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオ
カードなどパソコン向け高性能パーツを開発・販売する総合エレクトロニクスメーカーです。その優れた技術とデザインが
認められ、2017年には世界で4,511の賞を受賞しました。また日本においては2018年までに13年連続でマザーボードの
シェア１位※を達成しています。 ※ 株式会社BCNが全国のPOSデータを元に発表している「BCN AWARD」において。

www.asus.com/jp/

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）

［ 通話料無料 ］

受付時間：９：00～19：00（年中無休）

ASUSコールセンター：
0570-783-886

0800-123-2787

※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

※1. 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォーム 
より新しいバージョンが搭載されている場合があります。 ※2. メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※3. 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※4. 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではあり
ません。 ※5. アクティベーション完了後、12ヶ月の間は同一のサービスを追加することはできません。また、サービスの内容は予告なく変更または終了する場合があります。 ※6. NFCはType A/Bに対応しています。 ※7. 国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では
通常のLTEでの通信になります。 ※8. OTGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。 ※9. サイドマウントコネクター（48ピン）の片側はUSB Type-C×1（USB 3.1）、片側はアクセサリー専用の接続端子となります。 ※10. USB Power 
Delivery 3.0、またDisplayPortによる映像出力に対応しています。 ※11. SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応しています。 ※12. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用くだ
さい。 ※13. 輝度100nits（100cd/㎡）で、ウェブブラウジングした場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※14. 輝度100nits（100cd/㎡）で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングした場合の自社調べの利用時
間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※15. 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※16. 
Quick Charge 4.0での急速充電は、サイドマウントコネクター側のUSB Type-Cポートのみ対応しています。また、急速充電には付属のACアダプターを使用する必要があります。 ※17. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。

● バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。● 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。 ● Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。 ● プリイン
ストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。 ● 詳細なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト（http://www.asus.com/jp/support/）からダウンロードできます。 ● Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。 ● 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。 ● 本カタログに記載されている値は、すべて自社計測による参考値です。 ● このカタログの内容は、2018年11月現在のものです。

ROG Phone 製品仕様

ROG Phone 付属アクセサリー

□  AeroActive Cooler
冷却ファン内蔵の 
外付けクーラーユニット

製品名 ROG Phone（ZS600KL）

型番 ZS600KL-BK512S8

本体カラー ブラック

プラットフォーム ※1 Android™ 8.1（ROG UI）

プロセッサー
プロセッサー名 Qualcomm® Snapdragon™ 845（オクタコアCPU）

動作周波数 2.96GHz

メインメモリ
搭載容量 ※2 8GB

仕様 LPDDR4X

表示機能

ディスプレイ 6型ワイド AMOLEDディスプレイ、Corning® Gorilla® Glass 6

解像度 2,160×1,080ドット（フルHD+）

グラフィックス機能 Adreno 630

記憶装置

内蔵ストレージ ※3 ※4 512GB（UFS 2.1）

ASUS WebStorageサービス 5GB（永久無料版）

Googleドライブ 100GB（1年間無料版） ※5

サウンド
機能

サウンド規格 Hi-Res、DTS:X® Ultra

スピーカー デュアルフロントスピーカー内蔵

マイク トリプルマイク内蔵

カメラ
アウトカメラ 1,200万画素カメラ内蔵（メインカメラ）、800万画素広角カメラ内蔵（2ndカメラ）、LEDフラッシュ

インカメラ 800万画素カメラ内蔵

センサー GPS（GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSサポート）、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、
近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、磁気センサー、NFC ※6、超音波センサー

通信機能
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac（周波数帯域：2.4GHz/5GHz）、IEEE802.11ad（周波数帯域：60GHz）

Bluetooth®機能 Bluetooth® 5.0

通信方式

FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B28/B29/B32

TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B46

キャリアアグリゲーション 5CA（DL）/2CA（UL）対応 ※7

W-CDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19

GSM/EDGE 850/900/1,800/1,900MHz

テザリング機能 対応

入力機能 ポインティングデバイス 10点マルチタッチ・スクリーン（静電容量方式）

インター
フェース 

USBポート ※8 USB Type-C×1（USB 2.0）

サイドマウントコネクター
（48ピン）※9 USB Type-C×1（USB 3.1）※8 ※10

SIMカードスロット ※11 nanoSIMスロット×2

オーディオ ※12 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

電源 USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー

バッテリー
駆動時間 

Wi-Fi通信時 ※13 約14.7時間

モバイル通信時 ※14 約13.6時間

連続通話時間 ※15 約2,454分（3G）、約2,268分（VoLTE）

連続待受時間 ※15 約533.3時間（3G）、約541.2時間（VoLTE）

バッテリー充電時間 約1.9時間

バッテリー容量 4,000mAh

消費電力 最大30W（Quick Charge 4.0対応）※16

サイズ 高さ約158.8mm×幅約76.1mm×奥行き約8.3mm

質量 約200g

防水機能 対応（IPX4）

保証期間 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB ACアダプターセット ※17
：購入日より12ヶ月間の日本国内保証

主な付属品 USB ACアダプターセット※17、SIMイジェクトピン、ROG Phone Case、
AeroActive Cooler、ユーザーマニュアル、製品保証書

JANコード 0192876097090

2つの番号で高音質通話ができる

＊1 SIM1／SIM2両方のSIMカードスロットにSIMカードを挿入し、片方のSIMカードを使用して通話している
場合、もう片方のSIMカードでのデータ通信は停止します。 ＊2 対応エリアでのみ使用可能。対応エリア外で
は、通常のLTEでの通信となります。

［ キャリアアグリゲーション対応＊2  ］

マルチキャリア対応

［ デュアルSIM／デュアルVoLTE＊1 ］

DSDV

docomo | Y!mobile | au VoLTE

臨場感のあるリアルサウンド

［ NXP 9874 ］

□  ROG Phone Case※

本体背面を保護する 
専用ケース

※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。

＞  詳 し い 製 品 
情報はこちら

※  純正アクセサリー（別売）でも取り扱っております。JANコード：0192876055441 
背面パーツ中央は着脱が可能。取り外すと同時にAeroActive Coolerを取付ける
ことができます。



高速駆動高速応答の有機ELディスプレイ
2,160×1,080ドット表示の高精細なAMOLEDディスプレイを搭載。最大90Hzの
高速なリフレッシュレートで、過去のスマートフォンよりも格段に滑らかな表示を行え
ます。応答速度も1msを実現しており、ブラーのない画面表示が可能です。DCI-P3 
108.6%の色域とコンストラスト比100,000:1のHDRビジュアルで、滑らかな階調表
現による美しい世界が映し出されます。

モバイルゲーミングの可能性が広がるアクセサリー（別売）

AirTriggerが操作を変える。常識を変える
側面に搭載されたAirTrigger（超音波タッチセンサー）が、これまでのスマートフォン
でのゲームの操作性を激変させます。各センサーには画面の好きな場所へのタッチ操
作を割り当てることができ、ゲームパッドのL/Rボタンのような使い方でゲームの操作
性を大幅に向上します。

［ リフレッシュレート ］
90Hz

［ 応答速度 ］
1ms

［ フルHD+／有機ELディスプレイ ］
AMOLED

［ コントラスト比 ］
100,000 :1

［ 色 域 ］
108.6%DCI-P3

ゲームをさらにスマートに
ゲーマーのために開発された管理アプリGame Centerを搭載。CPU/GPUクロック 
や本体温度の管理、メモリやストレージ情報の表示、本体背面のROGロゴを光らせる
Auraライトの表示パターンやAeroActive Coolerのファンスピードも自由に設定で
きます。また、CPUの最大周波数やリフレッシュレート、プッシュ通知のブロックなど、
ゲームごとに設定ができるので、常に最適な環境でプレイに集中できます。

ゲーミングの快適性を考えた設計
インターフェースもゲーミング仕様に設計されています。充電しながらのプレイでも
ケーブルが邪魔にならないよう、USB Type-Cポートを本体底面だけでなく左側面に
も搭載しています。また、Charger ICを本体内部だけではなく付属のACアダプター
側にも搭載。本体の発熱が最低限に抑えられるため、充電中でも快適にゲームがプ
レイできます。さらに、Qualcomm® Quick Charge™ 4.0、USB Power Delivery 3.0
もサポート。4,000mAhのバッテリーが0の状態から60％まで約35分で充電できます。

［ 大容量バッテリー ］
4,000mAh

［ 急速充電サポート ］
4.0 ※急速充電には付属のACアダプ

ターを使用する必要があります。

すべ ては 勝 利 のために  ー

Republic Of Gamers が、  
モバイルゲームに革命を起こす

全身の感覚が研ぎ澄まされ、戦いを支配下に治める。

ROG PhoneはROGブランドのDNAを受け継ぎ 

完全無欠な姿で産声を上げた。

世界最高クラスのカスタマイズCPUを搭載したゲーマー専用マシン。 

熱いバトルも、クールに打ち抜く完璧な放熱機能。 

死角の無い最強の拡張性。

今までのスマートフォンと比較にならない。

モバイルゲーミングの新たな時代が、幕を開ける。

8GB
［ メモリ ］

512GB
［ 記憶容量 ］［ オクタコアCPU ］

845 2.96GHz
［ 最大クロック数 ］

超高速処理

IEEE802.11ad対応
リアルタイム

ワイヤレス ドック
JANコード：0192876005606

ASUS WiGig®
Display Dock

バッテリー内蔵
デュアルスクリーン拡張 

ユニット
JANコード：0192876184608

TwinView
Dock

物理ボタンで確実なコントロール。
持ち運び自在のゲームパッド
JANコード：0192876054352

Gamevice®
for ROG Phone

ASUS Professional 
Dock

マウスやキーボード、
ディスプレイなどに接続できる

拡張アダプター
JANコード：0192876025963

まるでデスクトップPCの操作性
多彩な接続端子で 

最強ゲーミング環境
JANコード：0192876184394

Mobile Desktop
Dock

常識を塗り替える型破りなスペック
心臓部には、最高クラスのQualcomm® Snapdragon™ 845のカスタムバージョンを
搭載。クロックアップによって最大2.96GHzで動作します。GPUにはAdreno 630を
搭載。他の追随を許さない超大容量の8GBメモリと512GBのストレージにより、大量
のゲームデータを保存できます。さらに、超高速無線LAN規格のIEEE802.11adに対応
し、タイムラグを感じない超高速ネットワーク通信が行えます。

熱いバトルも超クールに
革新的な3Dベイパーチェンバーと銅製ヒートスプレッダー、カーボン製冷却パッドを
組み合わせたGameCoolシステムが、本体の温度を効率よく冷却し、熱によるタイム
ラグを防ぎます。さらに、冷却ファン内蔵のAeroActive Coolerを装着すると、CPU
の温度を最大47％も下げることができ、高負荷なゲームをプレイする時も最高の
パフォーマンスを持続することができます。また、XモードをOnにするとバックグラ 
ウンドメモリの解放や、メモリ消費防止、アプリパフォーマンスの向上などを行え、 
さらに快適にプレイできます。


