
TwinView Dock 3

ZS661KS_TWINVIEW

ROG Phone II (ZS660KL)、ROG Phone 3 (ZS661KS)

ブラック

ディスプレイ
6.59型ワイド AMOLEDディスプレイ

Corning® Gorilla® Glass 6

解像度 2,340×1,080（フルHD+）(144Hz)

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)

USBポート USB Type-C×1 ※1

オーディオ マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ※2

5,000ｍAh

冷却ファン内蔵

最大約30W ※3

高さ約29.2mm×幅約173.2mm×奥行き約111.6mm ※4

約300g

購入日より12ヶ月間の日本国内保証

ユーザーマニュアル、製品保証書、プロテクションバッグ

質量 

主な付属品

※1. ACアダプターからの給電に対応しております。給電の際は接続した対応機種のACアダプターをご使用ください。
※2. 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。
※3. TWINVIEW DOCK 3をROG Phone 3 (ZS661KS)に接続した状態、かつROG Phone 3 (ZS661KS)付属のACアダプターを使用した場合となります。
※4. 突起物などを除いたサイズです。
●サイドマウントコネクター (48ピン) にて本体と対応機種を接続します。

保証期間

製品名

型番

対応機種

カラー

サイズ 

バッテリー容量

冷却機能

インターフェース

消費電力

表示機能



ROG Kunai 3 Gamepad

ROG_KUNAI3_GAMEPAD

ROG Phone 3 (ZS661KS)

ブラック

十字キー
サムスティック（L、R）

フェイスボタン（A、B、X、Y）
バンパー（L、R）

トリガーボタン（L、R）
ファンクションボタン（M1、M2)

ショートカットカットキーX4（電源/ホーム、選択、スタート、ROG)

インターフェース USBポート USB Type-C×2

約6時間

ハンドヘルドモード 高さ約106.3mm×幅約260.7mm×奥行き約37.9mm

ゲームパッドモード（オールインワン） 高さ約110.2mm×幅約154.7mm×奥行き約66.8mm

ゲームパッドモード（モビリティ） 高さ約106.3mm×幅約117.2mm×奥行き約40.9mm

ハンドヘルドモード 約136g ※2

ゲームパッドモード（オールインワン） 約198.8g

ゲームパッドモード（モビリティ） 約135g

購入日より3ヶ月間の日本国内保証

ROG Kunai 3 コントローラー×2、ROG Kunai 3 チャージャー、ROG Kunai 3 バンパー、
ROG Kunai 3 グリップ、ユーザーマニュアル、製品保証書、Type-A to C ケーブル、

プロテクションバッグ
主な内容品

※1. ROG Phone 3 (ZS661KS)と Bluertooth 接続した場合のバッテリー駆動時間です。
※2. ROG_KUNAI3_GAMEPAD の質量です。ROG Phone 3 (ZS661KS)の質量は含みません。

バッテリー駆動時間  ※1

保証期間

サイズ 

質量 

製品名

型番

対応機種

カラー

ボタン/スティック



製品名 ROG Phone 3 Lighting Armor case

型番 ZS661KS_LIGHTARMOR

対応機種 ROG Phone 3 (ZS661KS)

カラー ブラック

素材 PC (ポリカーボネート)

サイズ ※ 高さ約175.9mm×幅約82.2mm×奥行き約12.6mm

質量 ※ 約35g

保証期間 購入日より3ヶ月間の日本国内保証



製品名 ROG PHONE 3 Neon Aero Case

型番 ZS661KS_NEONAERO

対応機種 ROG Phone 3 (ZS661KS)

カラー オレンジ

サイズ 高さ約173.4mm×幅約79.9mm×奥行き約11.6mm

質量 約13.5g

素材 PC (ポリカーボネート)



製品名 ROG Phone 3 Antibacterial Glass Screen Protector

型番 ZS661KS_GLASS_ANTI

対応機種 ROG Phone 3 (ZS661KS)

抗菌 対応

指紋防止 対応

光沢仕様 対応

硬度 9H

サイズ 縦約164.9mm×横約71.3mm×厚み約0.3mm

質量 約7g

入り数 1枚

主な付属品 ドライクリーニングワイプ ×1、ウエットクリーニングワイプ×1,



製品名 ROG Phone 3 Glass Screen Protector

型番 ZS661KS_GLASS_PRO

対応機種 ROG Phone 3 (ZS661KS)

抗菌 -

指紋防止 対応

光沢仕様 対応

硬度 9H

サイズ 縦約164.9mm×横約71.3mm×厚み約0.3mm

質量 約7g

入り数 1枚

主な付属品 ドライクリーニングワイプ ×1、ウエットクリーニングワイプ×1,



製品名 ROG Ranger BC1001 Waist Pack

型番 ROG_RANGER_BC1001

カラー ブラック

ポケット 内ポケット×2、外ポケット×2

サイズ 幅約225mm×奥行き約85mm×高さ約150mm

材質 600Dポリエステル

質量 約220g

※メイン収納の開閉方法はファスナーです。



製品名 ROG Ranger BC1002 Crossbody Bag

型番 ROG_RANGER_BC1002

カラー ブラック

ポケット 内ポケット×2、外ポケット×2

サイズ 幅約275mm×奥行き約20mm×高さ約205mm

材質 210Dナイロン

質量 約120g

※メイン収納の開閉方法はファスナーです。
※脱着式ショルダーストラップを同梱しています。
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