


タブレット＆PCの使いやすさ
2 in 1＊1 10.1型ワイド液晶モデル

10.1型
ワイド液晶

＊1:TW710/EASでは専用キーボードはオプション（別売）となります。

TW710/EBS
（キーボード添付モデル）

TW710/EAS
（タブレット単体モデル）

P.8

TS508/FAM

8型
ワイド液晶

8型
ワイド液晶

約7型
ワイド液晶

10.1型
ワイド液晶

TE510/BAL

大画面で、映像や
写真などを快適に楽しめる
10.1型ワイド液晶モデル

気軽に持ち運んで
どこでも楽しめる
8型ワイド液晶モデル
TE508/BAW

ホワイト

ネイビーブルー

Windows 10 搭載

グレー

インテルⓇ 

AtomTM  

プロセッサー搭載

あそび を。
キーボードも ト

やりたいことにフィットする。
〝はじめて〞にぴったりのスタンダードタブレット

楽しみ ス。
好奇心を満た   ト

AndroidTM 搭載 AndroidTM 搭載

1型ワイド液晶モデル

710/EASでは専用キーボードはオプション（別売）となります。

LAVIE Tabで、プレミアム 日を。
いろいろなことが、シンプルに、快適に楽しめるLAVIE Tab。
ちょっと贅沢な毎日を、あなたに。

高性能な8型ワイド液晶モデル片手で持ちやすい
スリムな
約7型ワイド液晶モデル
TE507/FAW

ホワイト

P.6

P.10

※画像、ハメコミ画面はイメージです。02 03



2 in 1＊1 10.

10.1型
ワイド液晶

＊1:TW

TW710/EBS
（キーボード添付モデル）

TW710/EAS
（タブレット単体モデル）

P.8

TS508/FAM

8型
ワイド液晶

8型
ワイド液晶

約7型
ワイド液晶

10.1型
ワイド液晶

スパークリングシルバー

TE510/BAL

大画面で、映像や
写真などを快適に楽しめる
10.1型ワイド液晶モデル

気軽に持ち運んで
どこでも楽しめる
8型ワイド液晶モデル
TE508/BAW

ホワイト

ネイビーブルー

Windows 10 搭載

グレー

インテルⓇ 

AtomTM  

プロセッサー搭載

ゴコロに、もっと自由を。
ペンも使えるWindowsタブレット

やりたいことにフィットする。
〝はじめて〞にぴったりのスタンダードタブレット

 を加速させるパフォーマンス。
すプレミアムタブレット

AndroidTM 搭載 AndroidTM 搭載

スパークリングシルバー
インテルⓇ Atom
プロセッサー搭載

LAVIE Tabで、プレミア な毎日を。
いろいろなことが、シンプルに、快適に楽しめるLAVIE Tab。
ちょっと贅沢な毎日を、あなたに。

片手で持ちやすい
スリムな
約7型ワイド液晶モデル
TE507/FAW

ホワイト

P.6

P.10

※画像、ハメコミ画面はイメージです。02 03



本体価格はすべてオープン価格です。

OS/プラットフォーム

プロセッサ

ディスプレイ

メモリ

ストレージ

カメラ

無
線
通
信
機
能

寸法＊1

質量＊3

バッテリ駆動時間

その他便利機能

主な添付品

無線LAN

Bluetooth®

約11.5時間＊4

10.1型ワイド スーパーシャインビューLED
IPS液晶(1920×1200ドット)

4GB
　(デュアルチャネル対応）

約64GB

フロント:約120万画素
リア:約500万画素

IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠

Bluetooth® 4.0

256.5(W)×177(D)×9.1(H)mm（本体）
256.5(W)×197.4(D)×16.95～23.95(H)mm

（キーボードに設置し閉じた場合）＊2

約597g本体：約597g
キーボード：約550g

あんしんスタート Windows 10
デジタイザーペン

キーボード
マニュアル

電子ブッククーポン（2,160円分）＊7

ビデオ視聴クーポン（2,000ポイント）＊7

あんしんスタート Windows 10
デジタイザーペン

マニュアル
電子ブッククーポン（2,160円分）＊7

ビデオ視聴クーポン（2,000ポイント）＊7

MT8165
（1.70GHz）

(4コア)

MT8161
（1.30GHz）

(4コア)

約12時間＊5

Android™ 5.0Android™ 6.0 Android™ 6.0

8型ワイドLED
IPS液晶(1280×800ドット)

10.1型ワイドLED
IPS液晶(1920×1200ドット)

1GB 2GB

約16GB 約16GB

フロント:約200万画素
    リア:約500万画素

フロント:約500万画素
    リア:約800万画素

IEEE802.11b/g/n準拠

約7型ワイドLED
IPS液晶(1280×720ドット)

2GB

IEEE802.11a/b/g/n準拠

Bluetooth® 4.0

125（W）×210（D）×
8.9（H）mm

247.4（W）×171.9（D）×
8.99（H）mm

約522g約354g

約8時間＊5

97.7（W）×188（D）×
8.9（H）mm 

約255g

約10時間＊5

インフォボード 防塵（IP5X）・防滴（IPX2）対応＊6 インフォボード、フルサイズUSB 3.0コネクタ

かんたん！ セットアップシート
電子ブッククーポン＊7

ビデオ視聴クーポン（2,000ポイント）＊7

かんたん！ セットアップシート
電子ブッククーポン（1,080円分）＊7

ビデオ視聴クーポン（2,000ポイント）＊7

インテル® Atom™ 
x7-Z8750 プロセッサー

（1.60GHz/最大2.56GHz）
(4コア)

＊1：突起部除く。 ＊2：TW710/EBSのみ。 ＊3：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 ＊4：ワイヤレスLAN（WiFi）接続時。 ＊5：Web閲覧時。 ＊6：国際電気標準会議(IEC)が規定した機械や機器を対象とした防滴・防水性能表示です。IP5Xは保護度合い
2.5分間ずつ計10分間滴下し、機器を動作させたときに正常動作する機能を有することを意味します。 ＊7：アプリ上での配布となります。

ラインアップ

パールホワイト
スパークリングシルバーネイビーブルーホワイトホワイト グレー

TE510/BAL TS508/FAM

P.6

TE508/BAWTE507/FAW

 64ビット

P.8 P.10

TW710/EASTW710/EBS

APQ8016
（1.20GHz）

（4コア）

8型ワイドLED
IPS液晶(1920×1200ドット)

3GB

フロント:約500万画素
    リア:約800万画素

IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠

Bluetooth® 4.0

123.5（W）×209.5（D）×
8.6（H）mm 

約321g

約8時間＊5

APQ8053
（2.0GHz）
（8コア）

“はじめて”にぴったりスタンダードタブレット キーボードもペンも使 えるW in dows  タブレット

04 05http://nec-lavie.jp/



本体価格はすべてオープン価格です。

OS/プラットフォーム

プロセッサ

ディスプレイ

メモリ

ストレージ

カメラ

無
線
通
信
機
能

寸法＊1

質量＊3

バッテリ駆動時間

その他便利機能

主な添付品

無線LAN

Bluetooth®

約11.5時間＊4

10.1型ワイド スーパーシャインビューLED
IPS液晶(1920×1200ドット)

4GB
　(デュアルチャネル対応）

約64GB

フロント:約120万画素
リア:約500万画素

IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠

Bluetooth® 4.0

256.5(W)×177(D)×9.1(H)mm（本体）
256.5(W)×197.4(D)×16.95～23.95(H)mm

（キーボードに設置し閉じた場合）＊2

約597g本体：約597g
キーボード：約550g

あんしんスタート Windows 10
デジタイザーペン

キーボード
マニュアル

電子ブッククーポン（2,160円分）＊7

ビデオ視聴クーポン（2,000ポイント）＊7

あんしんスタート Windows 10
デジタイザーペン

マニュアル
電子ブッククーポン（2,160円分）＊7

ビデオ視聴クーポン（2,000ポイント）＊7

MT8165
（1.70GHz）

(4コア)

MT8161
（1.30GHz）

(4コア)

約12時間＊5

Android™ 5.0Android™ 6.0 Android™ 6.0

8型ワイドLED
IPS液晶(1280×800ドット)

10.1型ワイドLED
IPS液晶(

1GB 2GB

約16GB 約16GB

フロント:約200万画素
    リア:約500万画素

フロント:約500
    リア:約800

IEEE802.11b/g/n準拠

約7型ワイドLED
IPS液晶(1280×720ドット)

2GB

Bluetooth® 4.0

125（W）×210（D）×
8.9（H）mm 8.99（H）mm

約522g約354g

約8時間＊5

97.7（W）×188（D）×
8.9（H）mm 

約255g

約10時間＊5

インフォボード インフォボード、防塵（IP5X）・防滴（IPX2）対応＊6 インフォボード、フルサイズUSB 3.0コネクタ

かんたん！ セットアップシート
電子ブッククーポン＊7

ビデオ視聴クーポン（2,000ポイント）＊7

かんたん！ セットアップシート
電子ブッククーポン（1,080円分）＊7

ビデオ視聴クーポン（2,000ポイント）＊7

インテル® Atom™ 
x7-Z8750 プロセッサー

（1.60GHz/最大2.56GHz）
(4コア)

＊1：突起部除く。 ＊2：TW710/EBSのみ。 ＊3：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 ＊4：ワイヤレスLAN（WiFi）接続時。 ＊5：Web閲覧時。 ＊6：  を指し、直径75um以下の塵埃（じんあい）が入った装置に機器を8時間入れて撹拌させ、取り出した機器を動作させたときに正常動作する機能を有することを意味します。IPX2は保護度合いを指し、鉛直方向から15°傾けた機器に対して、3mm/分の水を各方向から
2.5分間ずつ計10分間滴下し、機器を動作させたときに正常動作する機能を有することを意味します。 ＊7：アプリ上での配布となります。

ラインアップ

パールホワイト
スパークリングシルバーネイビーブルーホワイトホワイト グレー

TE510/BAL TS508/FAMTE508/BAWTE507/FAW

 64ビット

P.8 P.10

TW710/EASTW710/EBS

APQ8016
（1.20GHz）

（4コア）

8型ワイドLED
IPS液晶(1920×1200ドット)

3GB

フロント:約500万画素
    リア:約800万画素

IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠

Bluetooth® 4.0

123.5（W）×209.5（D）×
8.6（H）mm 

約321g

約8時間＊5

APQ8053
（2.0GHz）
（8コア）

“はじめて”にぴったりスタンダードタブレット キーボードもペンも使 えるW in dows  タブレット好 奇 心 を 満 たすプレミアムタブレット
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約7型ワイド/8型ワイド/10.1型ワイド

※詳細、注意事項につきましては、裏表紙をご覧ください。 ※アプリ上での配布となります。

電子ブッククーポン・ビデオ視聴クーポンつき!

10.1型
ワイド液晶

＊1：Web閲覧時。バッテリ駆動時間はご利用状況により記載時間より短くなる場合があります。 ＊2：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 

大画面で、映像や写真などを
快適に楽しめる

ネイビーブルー
ホワイト

気軽に持ち運んで
どこでも楽しめる

約7型ワイド液晶

片手で持ちやすい
スリムなボディ

TE507/FAW
● バッテリ駆動約10時間＊1

● 本体質量約255g＊2

ホワイト

※写真は効果をわかりやすくした
　イメージです。

＊1：TE507/FAW、TE510/BAL。
　  

IPS液晶非IPS液晶

4コアプロセッサーと
2GBメモリ＊1で快適な
パフォーマンス

いい音で音楽や
ビデオを楽しめる

斜めから見ても
美しさが変わらない
IPS液晶を搭載

片手で持ちやすい
コンパクト設計

［TE507/FAW］

大きな紙面で初期設定や
使い方がすぐわかる

「かんたん！セットアップシート」

タブレットの使い方を解説した
わかりやすいガイド

「かんたん！LAVIE Tab for AndroidTM」

家族でも、お子様が
使っても安心！

「まもるゾウ+ for NEC」

カバー開閉で
自動画面ON/OFF対応

［TE510/BAL用カバー］

オプション別売

ネイビーブルー

お好みで選べる
2つのカラー

［TE508/BAW用カバー］ ネイビーブルー/ベージュ
2GB

1GB

2GB

Android™ 5.0

Android™ 6.0

MT8165
（1.70GHz）（4コア）

MT8161
（1.30GHz）（4コア）

APQ8016
（1.20GHz）（4コア）

10.1型ワイド IPS液晶
（1920×1200ドット）

8型ワイド IPS液晶
（1280×800ドット）

約7型ワイド IPS液晶
（1280×720ドット）

約16GB

フロント: 約500万画素
リア: 約800万画素

フロント: 約200万画素
リア: 約500万画素

247.4（W）×171.9（D）×
8.99（H）mm＊1 

125（W）×210（D）×
8.9（H）mm＊1 

97.7（W）×188（D）×
8.9（H）mm＊1 

TE510/BAL

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11b/g/n）

Bluetooth® 4.0

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11a/b/g/n）

Bluetooth® 4.0

TE508/BAW

TE507/FAW

＊1：突起部除く。

型名 プラットフォーム プロセッサ ディスプレイ メモリ ストレージ カメラ 無線通信機能 本体寸法

スタンド標準添付

8型ワイド液晶 TE508/BAW
● バッテリ駆動約8時間＊1

● 本体質量約354g＊2

10.1型ワイド液晶 TE510/BAL
● バッテリ駆動約12時間＊1

● 本体質量約522g＊2

ネイビーブルー

/

片手で持ちやすい

約7型
ワイド液晶

TE507/FAW

8型
ワイド液晶

TE508/BAW

TE510/BAL

NEW!

※画像はイメージです。

スタンド機能付き
［TE507/FAW用カバー］

※LAVIEアシストからも閲覧いただけます。 ※LAVIEアシストからダウンロードして閲覧いただけます。

やりたいことにフィットする。
“はじめて”にぴったりのスタンダードタブレット
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約7型ワイド/8型ワイド/10.1型ワイド

※詳細、注意事項につきましては、裏表紙をご覧ください。 ※アプリ上での配布となります。

電子ブッククーポン・ビデオ視聴クーポンつき!

10.1型
ワイド液晶

＊1：Web閲覧時。バッテリ駆動時間はご利用状況により記載時間より短くなる場合があります。 ＊2：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 

大画面で、映像や写真などを
快適に楽しめる

ネイビーブルー
ホワイト

気軽に持ち運んで
どこでも楽しめる

約7型ワイド液晶

片手で持ちやすい
スリムなボディ

TE507/FAW
● バッテリ駆動約10時間＊1

● 本体質量約255g＊2

ホワイト

※写真は効果をわかりやすくした
　イメージです。

＊1：TE507/FAW、TE510/BAL。
　  

IPS液晶非IPS液晶

快適に使える性能・機能を搭載
4コアプロセッサーと
2GBメモリ＊1で快適な
パフォーマンス

いい音で音楽や
ビデオを楽しめる

斜めから見ても
美しさが変わらない
IPS液晶を搭載

片手で持ちやすい
コンパクト設計

［TE507/FAW］

はじめてでも安心スタート
大きな紙面で初期設定や
使い方がすぐわかる

「かんたん！セットアップシート」

タブレットの使い方を解説した
わかりやすいガイド

「かんたん！LAVIE Tab for AndroidTM」

家族でも、お子様が
使っても安心！

「まもるゾウ+ for NEC」

カバー開閉で
自動画面ON/OFF対応

［TE510/BAL用カバー］

スタンドとしても使えるカバー＆液晶保護フィルム オプション別売

ネイビーブルー

お好みで選べる
2つのカラー

［TE508/BAW用カバー］ ネイビーブルー/ベージュ
2GB

1GB

2GB

Android™ 5.0

Android™ 6.0

MT8165
（1.70GHz）（4コア）

MT8161
（1.30GHz）（4コア）

APQ8016
（1.20GHz）（4コア）

10.1型ワイド IPS液晶
（1920×1200ドット）

8型ワイド IPS液晶
（1280×800ドット）

約7型ワイド IPS液晶
（1280×720ドット）

約16GB

フロント: 約500万画素
リア: 約800万画素

フロント: 約200万画素
リア: 約500万画素

247.4（W）×171.9（D）×
8.99（H）mm＊1 

125（W）×210（D）×
8.9（H）mm＊1 

97.7（W）×188（D）×
8.9（H）mm＊1 

TE510/BAL

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11b/g/n）

Bluetooth® 4.0

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11a/b/g/n）

Bluetooth® 4.0

TE508/BAW

TE507/FAW

＊1：突起部除く。

型名 プラットフォーム プロセッサ ディスプレイ メモリ ストレージ カメラ 無線通信機能 本体寸法

スタンド標準添付

8型ワイド液晶 TE508/BAW
● バッテリ駆動約8時間＊1

● 本体質量約354g＊2

10.1型ワイド液晶 TE510/BAL
● バッテリ駆動約12時間＊1

● 本体質量約522g＊2

ネイビーブルー

片手で持ちやすい

10.1型
ワイド液晶約7型

ワイド液晶

TE507/FAW

8型
ワイド液晶

TE510/BAL

NEW!

※画像はイメージです。

スタンド機能付き
［TE507/FAW用カバー］

※LAVIEアシストからも閲覧いただけます。 ※LAVIEアシストからダウンロードして閲覧いただけます。
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8型ワイド

最新8コアCPUで快適なパフォーマンス
64ビット・8コアの高性能プロセッサー Qualcomm APQ8053
と大容量3GBメモリを搭載。高いパフォーマンスで、快適な動作
を提供します。

スタンドとしても使えるカバー＆液晶保護フィルム

カバー開閉で自動画面ON/OFF対応
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高解像度（1920×1200ドット）IPS液晶
フルHDを超える高精細表示が可能。
斜めから見ても、その美しさが変わら
ないIPS液晶を搭載しています。

IPS液晶

）IPS液晶

非IPS液晶

3GBAndroid™ 6.0 APQ8053
（2.0GHz）（8コア）

8型ワイド IPS液晶
（1920×1200ドット） 約16GB フロント: 約500万画素

リア: 約800万画素
123.5（W）×209.5（D）×

8.6（H）mm＊1 TS508/FAM
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® 4.0

＊1：突起部除く。

型名 プラットフォーム プロセッサ ディスプレイ メモリ ストレージ カメラ 無線通信機能 本体寸法

いい音で音楽やビデオを楽しめる

Android™ タブレットの
おすすめポイント。

Google PlayTMストアにて提供中です。 

※TE507/FAW、TS508/FAMのみ。

かんたん！セットアップシート
大きな紙面で初期設定や使い方がすぐにわかる

LAVIEアシスト
サポート情報を参照できる

かんたん！LAVIE Tab for Android™
タブレットの使い方を解説したわかりやすいガイド

AndroidTMの基本操作やアプリの使い方など、わかりやすく解説
した動画をWeb上にご用意しています。ホーム画面の「動画なび
ポータル」アイコンから簡単に見ることができます。

動画なびポータル
Webの動画でタブレットの操作方法がわかる

万一の災害時の安否確認や家族間メッセージ、紛失時のリモート
ロック、お子様の帰宅通知機能など、簡単操作で、家族やお子様が
安心してタブレットをお使いいただけるアプリを搭載しています。

まもるゾウ＋ for NEC
家族でも、お子様が使っても安心！

※ご利用にはインターネットおよびワイヤレスLAN接続環境が必要です。

■家族防災ガード ■紛失時サポート機能 ■帰宅通知機能
■ペアレンタル・コントロール（アプリ制限機能など）

※詳細、注意事項につきましては、裏表紙をご覧ください。 ※アプリ上での配布となります。

1,080円分の電子ブッククーポン・
2,000ポイントのビデオ視聴クーポンつき!

ネイビーブルー

水しぶきがかかっても安心の、
防塵(IP5X)・防滴（IPX2）＊対応

洗面台やキッチンなどで水しぶきがかかっても、故障しにくい
防塵・防滴設計。日常利用での安心感を高めます。
＊国際電気標準会議(IEC)が規定した機械や機器を対象とした防滴・防水性能表示です。IP5Xは保護度合いを指し、
直径75um以下の塵埃（じんあい）が入った装置に機器を8時間入れて撹拌させ、取り出した機器を動作させたと
きに正常動作する機能を有することを意味します。IPX2は保護度合いを指し、鉛直方向から15°傾けた機器に
対して、3mm/分の水を各方向から2.5分間ずつ計10分間滴下し、機器を動作させたときに正常動作する機能を
有することを意味します。

楽しみを加速させるパフォーマンス。
好奇心を満たすプレミアムタブレット

TS508/FAM
● バッテリ駆動約8時間＊1

● 本体質量約321g＊2 

● 本体厚8.6mm＊3 グレー

＊1：Web閲覧時。バッテリ駆動時間はご利用状況により記載時間より短くなる場合
があります。＊2：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 ＊3：突起部除く。

スタンド標準添付

オプション別売

※画像はイメージです。
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8型ワイド

最新8コアCPUで快適なパフォーマンス
64ビット・8コアの高性能プロセッサー Qualcomm APQ8053
と大容量3GBメモリを搭載。高いパフォーマンスで、快適な動作
を提供します。

カバー開閉で自動画面ON/OFF対応
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高解像度（1920×1200ドット）IPS液晶
フルHDを超える高精細表示が可能。
斜めから見ても、その美しさが変わら
ないIPS液晶を搭載しています。

IPS液晶非IPS液晶

3GBAndroid™ 6.0 APQ8053
（2.0GHz）（8コア）

8型ワイド IPS液晶
（1920×1200ドット） 約16GB フロント: 約500万画素

リア: 約800万画素 8.6（H）mm＊1 TS508/FAM
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® 4.0

＊1：突起部除く。

型名 プラットフォーム プロセッサ ディスプレイ メモリ ストレージ カメラ 無線通信機能 本体寸法

いい音で音楽やビデオを楽しめる

Android™ タブレットの
おすすめポイント。

※本ページの記載内容を実現するには、インターネット、およびワイヤレスLAN接続環境が必要な場合があります。

※TE508/BAW、TE510/BALはGoogle PlayTMストアにて提供中です。 

※TE507/FAW、TS508/FAMのみ。

タブレットの起動から基本的な操作方法まで、A3サイズの紙1枚
にわかりやすくまとめました。はじめての方でも、手順通りに設定
すれば、すぐにタブレットを使いはじめることができます。

かんたん！セットアップシート
大きな紙面で初期設定や使い方がすぐにわかる

マニュアルやQ&Aなどのサポート情報の
ほか、活用情報などのお役立ち情報を参照
できます。

LAVIEアシスト
サポート情報を参照できる

Googleアカウントの登録方法やインターネットやメールのはじ
め方、電子書籍の購読方法などを解説したガイドをご用意しまし
た。「LAVIEアシスト」からダウンロードしてご利用ください。

かんたん！LAVIE Tab for Android™
タブレットの使い方を解説したわかりやすいガイド

AndroidTMの基本操作やアプリの使い方など、わかりやすく解説
した動画をWeb上にご用意しています。ホーム画面の「動画なび
ポータル」アイコンから簡単に見ることができます。

動画なびポータル
Webの動画でタブレットの操作方法がわかる

万一の災害時の安否確認や家族間メッセージ、紛失時のリモート
ロック、お子様の帰宅通知機能など、簡単操作で、家族やお子様が
安心してタブレットをお使いいただけるアプリを搭載しています。

まもるゾウ＋ for NEC
家族でも、お子様が使っても安心！

※ご利用にはインターネットおよびワイヤレスLAN接続環境が必要です。

■家族防災ガード ■紛失時サポート機能 ■帰宅通知機能
■ペアレンタル・コントロール（アプリ制限機能など）

※詳細、注意事項につきましては、裏表紙をご覧ください。 ※アプリ上での配布となりま

1,080円分の電子ブッククーポン・
2,000ポイントのビデオ視聴クーポンつき!

ネイビーブルー

水しぶきがかかっても安心の、
防塵(IP5X)・防滴（IPX2）＊対応

洗面台やキッチンなどで水しぶきがかかっても、故障しにくい
防塵・防滴設計。日常利用での安心感を高めます。
＊国際電気標準会議(IEC)が規定した機械や機器を対象とした防滴・防水性能表示です。IP5Xは保護度合いを指し、
直径75um以下の塵埃（じんあい）が入った装置に機器を8時間入れて撹拌させ、取り出した機器を動作させたと
きに正常動作する機能を有することを意味します。IPX2は保護度合いを指し、鉛直方向から15°傾けた機器に
対して、3mm/分の水を各方向から2.5分間ずつ計10分間滴下し、機器を動作させたときに正常動作する機能を
有することを意味します。

楽しみを加速させるパフォーマン
好奇心を満たすプレミアムタブレッ

TS508/FAM
● バッテリ駆動約8時間＊1

● 本体質量約321g＊2 

● 本体厚8.6mm＊3 グレー

＊1：Web閲覧時。バッテリ駆動時間はご利用状況により記載時間より短くなる場合
があります。＊2：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 ＊3：突起部除く。

スタンド標準添付

オプション別売
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10.1型ワイド

※詳細、注意事項につきましては、裏表紙をご覧ください。 ※アプリ上での配布となります。

2,160円分の電子ブッククーポン・
2,000ポイントのビデオ視聴クーポンつき!

4GB
デュアル
チャネル

対応

Windows 10 Home
64ビット

インテル® Atom™ 
x7-Z8750

プロセッサー 
（1.60GHz）（4コア）

10.1型ワイド
スーパーシャインビュー

IPS液晶
（1920×1200ドット）

フロント: 
約120万画素

リア: 
約500万画素

256.5(W)×
177(D)×

9.1(H)mm＊1

TW710/EBS ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n

Bluetooth® 4.0TW710/EAS

＊1：本体のみ。突起部、バンプ部除く。

型名 基本OS CPU ディスプレイ メモリ

約64GB

内蔵フラッシュメモリ Webカメラ 無線通信機能 本体寸法

キーボード
デジタイザーペン

デジタイザーペン

入力機器

（        ）

デ ジ タ イ ザ ー ペ ン で
「Microsof t  Edge」の 
Web ページや対応アプ
リの画面にメモやイラス
トを直接書き込めます。

ペンでWeb画面などに書き込める（デジタイザー機能）

4コアCPUと4GBメモリで快適なパフォーマンス

フルサイズのUSBコネクタを搭載

※TW710/EASでは専用キーボードはオプション（別売）となります。

キーボード添付モデル
TW710/EBS

タブレット単体モデル
TW710/EAS
＊1：ワイヤレスLAN（WiFi）接続時。バッテリ駆動時間はご利用状況により記載時間
より短くなる場合があります。 ＊2：突起部、バンプ部除く。 ＊3：平均値。質量は記載の
値と異なる場合があります。 ＊4：TW710/EBSに添付。＊5：デジタイザーペンを除く。

● バッテリ駆動約11.5時間＊1

● 本体厚9.1mm＊2　

● 本体質量約597g＊3

● キーボード＊4約550g＊5

インターネット上の膨大なニュー
スからAIプログラムがあなたの
閲覧履歴をポイント化。ポイント
の多いジャンルのニュースを優先
的に並べ替えて一覧表示します。
閲覧傾向が 変わるとセレクトさ
れるニュースも変わります。

レットのおすすめポイント。

インターネットや

真とイラストでわかりやすく説明し
でも、迷わずに

※ご利用にはインターネットおよびワイヤレスLAN接続環境が必要です。すべてのアプリが対応しているわけ
ではありません。

※画面表示や機能は、アプリのバージョンにより異なる場合があります。

あんしんスタートWindows 10

Windows 10の操作方法をわかりやすく
解説した冊子を添付

を使用

を調整したり、背景の不要
消すなどの加工がで

Facebook、Flickrにアッ

PhotoDirector Mobile

写真を加工して直接SNSにアップできる
写真編集アプリ

Office Mobile

LAVIE アプリナビ /L AVIEアシスト

使いたいアプリをすぐに探せる

人と会話するように自然に話しか
けるだけで、Web検索やSNSへ
の投稿などが 行えます。音声で
文字入力もできるので、料 理中
など手で触れにくい時などに便
利に活用できます。

LAVIE ボイス

会話でタブレットの操作ができる
音声対話アプリ

話題のニュースをサクッとチェック
気になるニュースはじっくり読める

My Time Line

LAVIE/LAVIE Tab Wの
「LAVIEフォト SR」ですぐに見られる。

スマート
フォンから
クラウドに

自動でアップ

スマートフォンで撮った写真や動画を簡単に共有できるアプリ
「LAVIEフォト SR」を搭載しています。自分のスマートフォンで撮
影した写真は自動でOneDriveにアップロードされ、いつでも鑑
賞できます。

LAVIEフォト SR

スマートフォンの写真や動画を共有できる！

※TW710/EASでは専用キーボードはオプション（別売）となりま

キーボード添付モデル
TW

タブレット単体モデル
TW
＊1：ワイヤレスLAN（WiFi）接続時。バッテリ駆動時間はご利用状況により記載時間
より短くなる場合があります。
値と異なる場合があります。 

TW710/EBS

TW710/EBS

パッド付きキーボードで
PCのように快適入力！

※TW710/EASでは専用キーボードはオプション（別売）となります。

しっかりとしたタイピ ン グ が で きる1.8mmの
キーストローク。カーソル操作に便利なスライド
パッドも搭載。

USBメモリやプリンタなど、周辺機
器との接続がスムーズです。

を探すことができます。操作に迷った時

パソコン

不要な部分を選ぶと

自然に消せる！

※画像はイメージです。

※スマートフォンとのコンテンツ共有には、スマートフォンに「LAVIEフォト モバイル SR」をインストールする必
要があります。写真のアップロード、共有にはインターネット接続環境が必要です。

あそびゴコロに、もっと自由を。
キーボードもペンも使えるWindowsタブレット

外でも文書編集できる

10 11g: start fast and finish first.



10.1型ワイド

※詳細、注意事項につきましては、裏表紙をご覧ください。 ※アプリ上での配布となりま

2,160円分の電子ブッククーポン・
2,000ポイントのビデオ視聴クーポンつき!

4GB
デュアル
チャネル

対応

Windows 10 Home
64ビット

インテル® Atom™ 
x7-Z8750

プロセッサー 
（1.60GHz）（4コア）

10.1型ワイド
スーパーシャインビュー

IPS液晶
（1920×1200ドット）

フロント: 
約120万画素

リア: 
約500万画素

256.5(W)×
177(D)×

9.1(H)mm＊1

TW710/EBS ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n

Bluetooth® 4.0TW710/EAS

＊1：本体のみ。突起部、バンプ部除く。

型名 基本OS CPU ディスプレイ メモリ

約64GB

内蔵フラッシュメモリ Webカメラ 無線通信機能 本体寸法

キーボード
デジタイザーペン

デジタイザーペン

入力機器

（        ）

デ ジ タ イ ザ ー ペ ン で
「Microsof t  Edge」の 
Web ページや対応アプ
リの画面にメモやイラス
トを直接書き込めます。

4コアCPUと4GBメモリで快適なパフォーマンス

フルサイズのUSBコネクタを搭載

※TW710/EASでは専用キーボードはオプション（別売）となります。

キーボード添付モデル
TW710/EBS

タブレット単体モデル
TW710/EAS

より短くなる場合があります。
値と異なる場合があります。 

● バッテリ駆動約11.5時間＊1

● 本体厚9.1mm＊2　

● 本体質量約597g＊3

● キーボード＊4約550g＊5

インターネット上の膨大なニュー
スからAIプログラムがあなたの
閲覧履歴をポイント化。ポイント
の多いジャンルのニュースを優先
的に並べ替えて一覧表示します。
閲覧傾向が 変わるとセレクトさ
れるニュースも変わります。

Windows タブレットのおすすめポイント。

電源の入れ方から、基本的なタッチ操作
や画面操作の方法、またインターネットや
メールのはじめ方、各種アプリの使い方を
画面写真とイラストでわかりやすく説明し
ているので、Windows 10でも、迷わずに
使いはじめられます。

※ご利用にはインターネットおよびワイヤレスLAN接続環境が必要です。すべてのアプリが対応しているわけ
ではありません。

※画面表示や機能は、アプリのバージョンにより異なる場合があります。

あんしんスタートWindows 10

Windows 10の操作方法をわかりやすく
解説した冊子を添付

指やデジタイザーペンを使用
した直感的な操作で写真の明
るさを調整したり、背景の不要
な部分を消すなどの加工がで
きます。加工した写真をクラウ
ドやFacebook、Flickrにアッ
プロードすることもできます。

PhotoDirector Mobile

写真を加工して直接SNSにアップできる
写真編集アプリ

小型ディスプレイやタッチスクリーンでも操作しやすいOffice 
Mobileをプリインストール。Word、Excel、PowerPointの
データ作成・編集を外出先でも行えます。

Office Mobile

LAVIE アプリナビ /L AVIEアシスト

使いたいアプリをすぐに探せる

人と会話するように自然に話しか
けるだけで、Web検索やSNSへ
の投稿などが 行えます。音声で
文字入力もできるので、料 理中
など手で触れにくい時などに便
利に活用できます。

LAVIE ボイス

会話でタブレットの操作ができる
音声対話アプリ

話題のニュースをサクッとチェック
気になるニュースはじっくり読める

My Time Line

LAVIE/LAVIE Tab Wの
「LAVIEフォト SR」ですぐに見られる。

スマート
フォンから
クラウドに

自動でアップ

スマートフォンで撮った写真や動画を簡単に共有できるアプリ
「LAVIEフォト SR」を搭載しています。自分のスマートフォンで撮
影した写真は自動でOneDriveにアップロードされ、いつでも鑑
賞できます。

LAVIEフォト SR

スマートフォンの写真や動画を共有できる！

TW710/EBS

TW710/EBS

パッド付きキーボードで
PCのように快適入力！

※TW710/EASでは専用キーボードはオプション（別売）となります。

しっかりとしたタイピ ン グ が で きる1.8mmの
キーストローク。カーソル操作に便利なスライド
パッドも搭載。

USBメモリやプリンタなど、周辺機
器との接続がスムーズです。

「LAVIEアプリナビ」では画面上の候補からやりたいことを選んで
いくだけで目的のアプリを探すことができます。操作に迷った時
でも、いつでも必要なアプリが
使 えるの で 安 心 で す。また 、

「LAVIEアシスト」ではパソコン
の使い方やトラブルの解決方
法を探すことができます。

不要な部分を選ぶと

自然に消せる！

※スマートフォンとのコンテンツ共有には、スマートフォンに「LAVIEフォト モバイル SR」をインストールする必
要があります。写真のアップロード、共有にはインターネット接続環境が必要です。

キーボードもペンも使えるWindows

外でも文書編集できる

10 11Windows multi-tasking: start fast and finish first.



※Atermは別売となります。
※TE508/BAW、TE510/BAL、LAVIE Tab Wのみ。

※TE507/FAW、TS508/FAM、LAVIE Tab Wのみ。

NEC タブレットの便利なアプリ。

「SmartVision/PLAYER」はLAVIE Tab Wに搭載。LAVIE Tab E、LAVIE Tab Sでは、別途DTCP-IP再
生アプリが必要です。「DiXiM Play for SmartVision」（有償）をアプリストアから入手し、インストール
してお使いください。
詳しくは、株式会社デジオンのWebサイト（http://www.digion.com/smartvision/）をご覧ください。
放送中のテレビ番組の配信(ライブ配信)には、ダブルチューナ以上を搭載したNEC製のTVパソコンや、
対応レコーダが必要です。
外出先からの視聴(リモート視聴)には、2014年10月以降に発売したNEC製のTVパソコンや、対応レ
コーダが必要です。
ライブ配信、リモート視聴に対応したNEC製TVパソコンやレコーダは
ホームページ（http://121ware.com/catalog/taioukiki）でご確認ください。

LAVIE DAシリーズ
（TVパソコン）

＊1：LAVIE Tab Wには「マカフィーⓇ リブセーフTM（使用期間限定版）」、
　　LAVIE Tab E、LAVIE Tab Sには「McAfeeⓇ LiveSafeTM - Mobile Security（使用期間限定版）」を搭載。
　　60日間無料でご利用できます。 それ以降は有料になります。

アプリの指示どおりAtermのボタンを押すだけ。

※本ページの記載内容を実現するには、インターネット、およびワイヤレスLAN接続環境が必要な場合があります。

NECの
TVパソコンと

つなげて
タブレットでTVを

楽しめる！

LAVIE Tab
（タブレット）

＊2：

＊3：

※

＊1：

TVパソコンやレコーダから配信される録画番組や放送中のテレ
ビ番組＊2を家の中や外出先＊3からLAVIE Tabで視聴することが
できます。また、LAVIE Tabに録画番組をコピー（ムーブ）して、
オフラインで楽しむこともできます。

SmartVision/PLAYER＊1

TVパソコンやレコーダで録画した番組や
放送中のテレビ番組を家の中でも外でも楽しめる!

NECの無線LANルータ「Aterm」との接続を、アプリの指示に従
うだけで簡単にできるアプリ「らくらく無線スタート EX」を搭載。
すぐにインターネットを楽しめます。

らくらく無線スタート EX

簡単に無線LANと接続設定できる

ウイルス、マルウェア、スパムなどから、タブレットだけでなく、
所有しているすべてのPCやスマートフォンも守れます。

マカフィーⓇ リブセーフTM＊1

インターネットの脅威からタブレットもPCも守る

最新のニュースや天気など、生活に役立つ情報をいつでも確認
できるインフォメーションボードとして活用できます。

インフォボード

いつでも必要な情報を表示する

LAVIE Tab W

TS508/FAM
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※Atermは別売となります。
※TE508/BAW、TE510/BAL、LAVIE Tab Wのみ。

※TE507/FAW、TS508/FAM、LAVIE Tab Wのみ。

NEC タブレットの便利なアプリ

してお使いください。

対応レコーダが必要です。

コーダが必要です。
ライブ配信、リモート視聴に対応したNEC製TVパソコンやレコーダは
ホームページ（http://121ware.com/catalog/taioukiki）でご確認ください。

LAVIE DAシリーズ
（TVパソコン）

＊1：LAVIE Tab Wには「マカフィーⓇ リブセーフTM（使用期間限定版）」、
　　LAVIE Tab E、LAVIE Tab Sには「McAfeeⓇ LiveSafeTM - Mobile Security（使用期間限定版）」を搭載。
　　60日間無料でご利用できます。 それ以降は有料になります。

アプリの指示どおりAtermのボタンを押すだけ。

※本ページの記載内容を実現するには、インターネット、およびワイヤレスLAN接続環境が必要な場合があります。

NECの
TVパソコンと

つなげて
タブレットでTVを

楽しめる！

LAVIE Tab
（タブレット）

＊2：

＊3：

※

＊1：

ビ番組＊2を家の中や外出先＊3

オフラインで楽しむこともできます。

SmartVision/PLAYER＊1

TVパソコンやレコーダで録画した番組や
放送中のテレビ番組を家の中でも外でも楽しめる!

NECの無線LANルータ「Aterm

すぐにインターネットを楽しめます。

らくらく無線スタート EX

簡単に無線LANと接続設定できる

ウイルス、マルウェア、スパムなどから、タブレットだけでなく、
所有しているすべてのPCやスマートフォンも守れます。

マカフィーⓇ リブセーフTM＊1

インターネットの脅威からタブレットもPCも守る

最新のニュースや天気など、生活に役立つ情報をいつでも確認
できるインフォメーションボードとして活用できます。

インフォボード

いつでも必要な情報を表示する

LAVIE Tab W

TS508/FAM
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カタログ掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください

装置（内蔵フラッシュメモリなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作
ます。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負い

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。
また、見る角度や温度変化によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。JEITAのガイドラ
インに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。 JEITAガイドラインホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf）をご覧ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項

●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。　●このカタログに記載
された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報はホームページ（http://nec-lavie.jp/）をご覧ください。　●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。　●このカタロ
グに記載の内容は、特に別の記載がない場合、このカタログに記載された商品のみに関する内容となります。　●商品写真の大きさは同比率ではありません。　●画面はハメコミ合成です。　●画面写真に使用したアプリはデモンストレーション用
で、販売されていない場合があります。　●プリインストールおよび、添付アプリのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。　●このカタログに記載の機能を実現
するために、別売のオプションが必要になる場合があります。　●内蔵フラッシュメモリなどの容量は特に記載がない場合、1MB＝10002バイト、1GB＝10003バイト換算値です。1MB＝10242バイト、1GB＝10243バイト換算のものとは表記上
同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OS/プラットフォームから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。

■ カタログについてのご注意

●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。　●本カタログに掲載の商品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●本商品には、有寿命部品（ディスプレイ、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など）
が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない限り有寿命部品の交換時期
の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として、Windows 搭載タブレットの場合約5年、AndroidTM 搭載タブレットの場合約3年です。　●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常
に重要です。詳細はホームページ（http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006541）をご覧ください。　●本商品にインストール済みのアプリは､別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります｡　●本商品の保証期間
は商品購入日より1年間です。　●本商品の補修用性能部品の保有期間はWindows 搭載タブレットの場合製造打切後6年、AndroidTM 搭載タブレットの場合製造打切後3年です。　●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。　
●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。　●本商品（アプリを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。　●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における使用上の注意事
項にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。　●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。　●実際に購入する際の価格は取扱販
売店にご確認ください。　●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。　●導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商
品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。　●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。　●内蔵バッテリは消耗が避けられない部品です。駆動時間が短くなった内蔵バッテリでは、内部に使
用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにバラツキがある内蔵バッテリをそのまま使用し続けると、発熱、発火、破裂するなどの可能性があります。

■ 商品についてのご注意

デタッチャブルキーボード2（マグネット接続）
PC-VP-KB33
質量：約550g
希望小売価格34,000円（税抜）
TW710/EBSに添付のキーボードと同等

デタッチャブルキーボード2（マグネット接続）

ACアダプタ
PC-VP-BP104
質量：約175g（電源コード除く）
希望小売価格10,000円（税抜）
本体添付品と同等

デジタイザーペン
PC-VP-TS15
希望小売価格10,000円（税抜）
本体添付品と同等

LAVIE Tab W用

オプション

P.10

（前面） （背面）

Webカメラ

スピーカ スピーカ

（天面）

電源スイッチ

（底面）

キーボード用接続
コネクタ

接続用コネクタ

（デジタイザーペン）

256.5mm（W）

177mm（D）

Webカメラ

液晶ディスプレイ
内蔵マイク

内蔵マイク

Windows
ボタン

（正面）

フラッシュ

マイク

スピーカ

（背面）
リアカメラ

各々の規格に対応する周辺機器が必要です。　●他メーカ製増設
機器に添付のアプリにつきましては、動作を保証するもの
他メーカ製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責

おいて行ってくださるようお願いいたします。

●お客様が本商品を利用して、本人の同意を得ずに他人の肖像を撮影したり、
撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上に掲載し不特定多数
に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。　
●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権
法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■ 肖像権、著作権に関するご注意
万一Windows搭載タブレットのシステムがエラーをおこした場合、内蔵フラッ
シュメモリから直接再セットアップを行うことができます。再セットアップ用の
USBメモリを作成することもできます。再セットアップ機能の詳細は、商品添付
のマニュアルをご覧ください。万一、データを破損および誤って消去した際は、
再セットアップ用USBメモリを販売しています。詳細は、「メディアオーダーセン
ター」ホームページ（https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/）をご覧ください。

■ もしもの時の再セットアップをスマートに

® 対応商品］
ください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。　

込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。
®対応商品］

科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体
無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●IEEE802.11b／IEEE802.11g／IEEE802.11n規格ワイヤレスLANを使

れていないことを確認してください。　●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用
変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。　●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

／IEEE802.11ac対応商品］
/W53）、IEEE802.11n（W52/W53）およびIEEE802.11ac（W52/W53）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。　●5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11n

/W53/W56）およびIEEE802.11ac（W52/W53/W56）準拠です。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/20150518140317_EKt1H2lITb.pdf）を

カバー＆保護フィルム
PC-AC-AD008C（ネイビーブルー）
オープン価格　自動スリープON/OFF対応

LAVIE Tab S用 

LAVIE Tab E用 

TE510/BAL用カバー＆保護フィルム
PC-AC-AD004C（ネイビーブルー）
オープン価格　自動スリープON/OFF対応

TE507/FAW用カバー＆保護フィルム
PC-AC-AD009C（ネイビーブルー）
オープン価格

TE508/BAW用カバー＆保護フィルム
PC-AC-AD005C（ネイビーブルー）
PC-AC-AD006C（ベージュ）
オープン価格

TE508/BAW P.6

P.6TE510/BAL

（底面）

マイク

（天面）

音声入出力用端子

Micro USBコネクタ

（背面）

リアカメラ

（右側面）

音量ボタン

電源スイッチ

（左側面）

（底面） （天面） （右側面）（左側面）

microSD/microSDHC/microSDXC
メモリーカードスロット
microSD/microSDHC/microSDXC
メモリーカードスロット

TE507/FAW P.6

（正面）

液晶ディスプレイ

フロントカメラ スピーカ
（背面） リアカメラ

スピーカ
（左側面）

メモリーカードスロット
microSD/microSDHC/microSDXC

Micro USBコネクタ

音声入出力用端子
音量ボタン

（天面）

マイク

電源スイッチ

（底面） （右側面）

（正面） （背面） （左側面）（天面）（底面） （右側面）

/

8

TE507/FAW
TE508/BAW
TS508/FAM

4

TE510/BAL
TW710/Eシリーズ

（左側面）

盗難防止用ロック

USB 3.0コネクタ

（右側面）

マイク入力/ヘッドフォン端子
音量ボタン

DC電源コネクタ

Micro HDMIコネクタ
microSDメモリカードスロット

ペン先
キャップ

ボタン

NEC製タブレット サービスサポートのご 案内

http://121ware.com/support/

NEC製タブレットのサポート情報掲載 Web サイト 121ware サービス＆サポート

タブレット・パソコンの設定やプリンタの設置・設定、インターネット接続や無線LANの設定、トラブル診断など、サポートスタッフがお客様のご自宅までお伺い
してサポートします。タブレットの操作レッスンにも対応しています。

サービス内容： NEC製タブレット・パソコン、他社製の周辺機器やアプリ、インターネット活用方法などのご相談にお応えします。月額料金制のサービスで、困っ
たときに何度でもご相談いただけます。 例えば、　 ・初回起動時のセットアップ方法　・Wi-Fiの接続設定方法　・搭載アプリの操作方法　等 

タブレットの保証期間を２年間に延長。 天災や落下に対応したサービスも
ご用意しています。

［受付時間9：00～21：00（年中無休）］

［受付時間9:00～21:00］［ご利用料金：月額700円（税抜） ］

パソコン全国出張サービス

タブレット延長保証サービス 
機器をお預かりして新しいバッテリパックに交換するサービスです。
バッテリー交換サービス 

0120-993-121

有償サポート 使い方に合わせて安心をプラス

※下記［ご相談内容に関するご注意］をお読みください。 ※電話番号はご契約後にご確認いただけます。 サービス内容の詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ →「電話相談し放題サービス」をご覧ください。 
[ご相談内容に関するご注意]　
※本サービスは、問題解決のご支援を行うものであり、問題解決を保証するものではありません。 ※ハードウェアの故障、修理手配、代替品の提供、アプリの不具合などに関するお問い合わせには対応できません。 ※アプリ
のサポートは、基本的な使用方法のみとさせていただきます。専門的な知識を要する、デザイン・作成等のサポートは対応できません。 ※個人情報の入力・設定が必要なサポートは、口頭での案内のみとさせていただきます。 
※業務用の周辺機器・アプリは対象外になります。また、フリーウェア・シェアウェアは対象外となります。 ※公序良俗、法令に抵触あるいはその恐れのあるサービスには対応できません。

電話相談し放題サービス（月額料金制）

有料

有料

困ったときには、
まずこちら！

http://121ware.com/support/ltab/
電話サポートにつきましては、商品に添付されている「安全上のご注意・サポートガイド」でご確認ください。

各サービスの内容、料金などの詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ でご確認ください。

電話での使い方相談＊1や修理受付＊1、チャットでのサポート、Webサイトからの修理受付もご利用いただけます。
＊1：LAVIE Tab E、 LAVIE Tab Sは、ご購入後1年間は無料、それ以降は有料となります。LAVIE Tab Wは、2年目以降も無料です。
　　使い方相談、修理受付のご利用には、事前に無料のお客様情報登録（保有商品の登録含む）が必要です。

P.8

（正面）

液晶ディスプレイ

スピーカ

スピーカフ
ロ
ン
ト
カ
メ
ラ

マイクスピーカ

音声入出力用端子

リ
ア
カ
メ
ラ

音量ボタン

電源スイッチmicroSD/microSDHC/microSDXC
メモリーカードスロット

Micro USBコネクタ

液晶ディスプレイ

スピーカ

フロントカメラ

※システムメンテナンス等のため、サービスを休止させていただく場合があります。 ※お問い合わせの通話料はお客様負担となります。 

液晶ディスプレイ

フロントカメラ

音量ボタン

電源スイッチmicroSD/microSDHC/microSDXC
メモリーカードスロット

マイク

スピーカ
音声入出力用端子

Micro USBコネクタ
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カタログ掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（内蔵フラッシュメモリなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作
成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負い
かねますので、あらかじめご了承ください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがありま
また、見る角度や温度変化によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。JEITAのガイド
インに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。 JEITAガイドラインホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf）をご覧ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項

●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。
された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報はホームページ（http://nec-lavie.jp/）をご覧ください。　●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。　●
グに記載の内容は、特に別の記載がない場合、このカタログに記載された商品のみに関する内容となります。　●商品写真の大きさは同比率ではありません。　●画面は
で、販売されていない場合があります。　●プリインストールおよび、添付アプリのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合
するために、別売のオプションが必要になる場合があります。　●内蔵フラッシュメモリなどの容量は特に記載がない場合、1MB＝10002バイト、1GB＝10003バイト換算値です。1MB＝10242バイト、1GB＝10243バイト
同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OS/プラットフォームから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。

■ カタログについてのご注意

●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。　●本カタログに掲載の商品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●本商品
が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない限り
の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として、Windows 搭載タブレットの場合約5年、AndroidTM 搭載タブレットの場合約3年です。
に重要です。詳細はホームページ（http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006541）をご覧ください。　●本商品にインストール済みのアプリは､別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります｡　
は商品購入日より1年間です。　●本商品の補修用性能部品の保有期間はWindows 搭載タブレットの場合製造打切後6年、AndroidTM 搭載タブレットの場合製造打切後3年です。　
●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。　●本商品（アプリを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。　●本商品に添付の
項にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。　●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。　
売店にご確認ください。　●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。　
品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。　●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。　●内蔵バッテリは消耗が避けられない部品です。駆動時間
用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにバラツキがある内蔵バッテリをそのまま使用し続けると、発熱、発火、破裂するなどの可能性があります。

■ 商品についてのご注意

デタッチャブルキーボード2（マグネット接続）
PC-VP-KB33
質量：約550g
希望小売価格34,000円（税抜）
TW710/EBSに添付のキーボードと同等

ACアダプタ
PC-VP-BP104
質量：約175g（電源コード除く）
希望小売価格10,000円（税抜）
本体添付品と同等

デジタイザーペン
PC-VP-TS15
希望小売価格10,000円（税抜）
本体添付品と同等

LAVIE Tab W用

インターフェイス

オプション

P.10

（前面） （背面）

Webカメラ

スピーカ スピーカ

（天面）

電源スイッチ

（底面）

キーボード用接続
コネクタ

接続用コネクタ

（デジタイザーペン）

256.5mm（W）

177mm（D）

Webカメラ

液晶ディスプレイ
内蔵マイク

内蔵マイク

Windows
ボタン

（正面）

フラッシュ

マイク

スピーカ

（背面）
リアカメラ

●接続する周辺機器および利用するアプリが、各種インターフェイスに対応して
いる必要があります。　●接続する周辺機器によっては対応していない場合があ
ります。　●USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0、USB 3.0で動作
するには各々の規格に対応する周辺機器が必要です。　●他メーカ製増設
機器、および増設機器に添付のアプリにつきましては、動作を保証するもの
ではありません。他メーカ製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責
任において行ってくださるようお願いいたします。

■ 周辺機器接続について
●お客様が本商品を利用して、本人の同意を得ずに他人の肖像を撮影したり、
撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上に掲載し不特定多数
に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。　
●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権
法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■ 肖像権、著作権に関するご注意
万一Windows搭載タブレットのシステムがエラーをおこした場合、内蔵フラッ
シュメモリから直接再セットアップを行うことができます。再セットアップ用の
USBメモリを作成することもできます。再セットアップ機能の詳細は、商品添付
のマニュアルをご覧ください。万一、データを破損および誤って消去した際は、
再セットアップ用USBメモリを販売しています。詳細は、「メディアオーダーセン
ター」ホームページ（https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/）をご覧ください。

■ もしもの時の再セットアップをスマートに

■ 電波に関するご注意
［ワイヤレスLAN、Bluetooth® 対応商品］
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。　
●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

［ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11b／IEEE802.11g／IEEE802.11n、Bluetooth®対応商品］
●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体
識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●IEEE802.11b／IEEE802.11g／IEEE802.11n規格ワイヤレスLANを使
用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用
場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。　●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

［ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a／IEEE802.11n／IEEE802.11ac対応商品］
●IEEE802.11a（W52/W53）、IEEE802.11n（W52/W53）およびIEEE802.11ac（W52/W53）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。　●5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11n

（W52/W53/W56）およびIEEE802.11ac（W52/W53/W56）準拠です。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/20150518140317_EKt1H2lITb.pdf）を
ご覧ください。

カバー＆保護フィルム
PC-AC-AD008C（ネイビーブルー）
オープン価格　自動スリープON/OFF対応

LAVIE Tab S用 

LAVIE Tab E用 

TE510/BAL用カバー＆保護フィルム
PC-AC-AD004C（ネイビーブルー）
オープン価格　自動スリープON/OFF対応

TE507/FAW用カバー＆保護フィルム
PC-AC-AD009C（ネイビーブルー）
オープン価格

TE508/BAW用カバー＆保護フィルム
PC-AC-AD005C（ネイビーブルー）
PC-AC-AD006C（ベージュ）
オープン価格

TE508/BAW P.6

P.6TE510/BAL

（底面）

マイク

（天面）

音声入出力用端子

Micro USBコネクタ

（背面）

リアカメラ

（右側面）

音量ボタン

電源スイッチ

（左側面）

（底面） （天面） （右側面）（左側面）

microSD/microSDHC/microSDXC
メモリーカードスロット
microSD/microSDHC/microSDXC
メモリーカードスロット

TE507/FAW P.6

（正面）

液晶ディスプレイ

フロントカメラ スピーカ
（背面） リアカメラ

スピーカ
（左側面）

メモリーカードスロット
microSD/microSDHC/microSDXC

Micro USBコネクタ

音声入出力用端子
音量ボタン

（天面）

マイク

電源スイッチ

（底面） （右側面）

（正面） （背面） （左側面）（天面）（底面） （右側面）

/
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TE507/FAW
TE508/BAW
TS508/FAM

4

TE510/BAL
TW710/Eシリーズ

（左側面）

盗難防止用ロック

USB 3.0コネクタ

（右側面）

マイク入力/ヘッドフォン端子
音量ボタン

DC電源コネクタ

Micro HDMIコネクタ
microSDメモリカードスロット

ペン先
キャップ

ボタン

NEC製タブレット サービスサポートのご 案内

http://121ware.com/support/

NEC製タブレットのサポート情報掲載 Web サイト 121ware サービス＆サポート

タブレット・パソコンの設定やプリンタの設置・設定、インターネット接続や無線LANの設定、トラブル診断など、サポートスタッフがお客様のご自宅までお伺い
してサポートします。タブレットの操作レッスンにも対応しています。

サービス内容： NEC製タブレット・パソコン、他社製の周辺機器やアプリ、インターネット活用方法などのご相談にお応えします。月額料金制のサービスで、困っ
たときに何度でもご相談いただけます。 例えば、　 ・初回起動時のセットアップ方法　・Wi-Fiの接続設定方法　・搭載アプリの操作方法　等 

タブレットの保証期間を２年間に延長。 天災や落下に対応したサービスも
ご用意しています。

［受付時間9：00～21：00（年中無休）］

［受付時間9:00～21:00］［ご利用料金：月額700円（税抜） ］

パソコン全国出張サービス

タブレット延長保証サービス 
機器をお預かりして新しいバッテリパックに交換するサービスです。
バッテリー交換サービス 

0120-993-121

有償サポート 使い方に合わせて安心をプラス

※下記［ご相談内容に関するご注意］をお読みください。 ※電話番号はご契約後にご確認いただけます。 サービス内容の詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ →「電話相談し放題サービス」をご覧ください。 
[ご相談内容に関するご注意]　
※本サービスは、問題解決のご支援を行うものであり、問題解決を保証するものではありません。 ※ハードウェアの故障、修理手配、代替品の提供、アプリの不具合などに関するお問い合わせには対応できません。 ※アプリ
のサポートは、基本的な使用方法のみとさせていただきます。専門的な知識を要する、デザイン・作成等のサポートは対応できません。 ※個人情報の入力・設定が必要なサポートは、口頭での案内のみとさせていただきます。 
※業務用の周辺機器・アプリは対象外になります。また、フリーウェア・シェアウェアは対象外となります。 ※公序良俗、法令に抵触あるいはその恐れのあるサービスには対応できません。

電話相談し放題サービス（月額料金制）

有料

有料

困ったときには、
まずこちら！

http://121ware.com/support/ltab/
電話サポートにつきましては、商品に添付されている「安全上のご注意・サポートガイド」でご確認ください。

各サービスの内容、料金などの詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ でご確認ください。

電話での使い方相談＊1や修理受付＊1、チャットでのサポート、Webサイトからの修理受付もご利用いただけます。
＊1：LAVIE Tab E、 LAVIE Tab Sは、ご購入後1年間は無料、それ以降は有料となります。LAVIE Tab Wは、2年目以降も無料です。
　　使い方相談、修理受付のご利用には、事前に無料のお客様情報登録（保有商品の登録含む）が必要です。

P.8

（正面）

液晶ディスプレイ

スピーカ

スピーカフ
ロ
ン
ト
カ
メ
ラ

マイクスピーカ

音声入出力用端子

リ
ア
カ
メ
ラ

音量ボタン

電源スイッチmicroSD/microSDHC/microSDXC
メモリーカードスロット

Micro USBコネクタ

液晶ディスプレイ

スピーカ

フロントカメラ

※システムメンテナンス等のため、サービスを休止させていただく場合があります。 ※お問い合わせの通話料はお客様負担となります。 

液晶ディスプレイ

フロントカメラ

音量ボタン

電源スイッチmicroSD/microSDHC/microSDXC
メモリーカードスロット

マイク

スピーカ
音声入出力用端子

Micro USBコネクタ
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16 17最新情報はこちらをご覧ください▶

＊1：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で
計算しています。＊2：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環
境、使用状況、ご使用のアプリ、プラットフォームなどによって通信速
度、通信距離に影響する場合があります。また、電波状況により通信が
切断される場合があります。＊3：IEEE802.11nはWPA-PSK（AES）、
WPA2-PSK（AES）対応、IEEE802.11a/b/gはWEP（64/128bit）、
WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）対応です。＊4：使用した

いBluetooth®機器に、本機のBluetooth®機能が対応しているか確
認してください。すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証する
ものではありません。＊5：すべてのUSB機器の動作を保証するもので
はありません。＊6：microSD/microSDHCメモリーカード、本製品で
フォーマットしたmicroSDXCメモリーカード（64GB）に対応していま
す。本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカードは本製品で
のみ使用できます。＊7：すべての対応機器との動作を保証するもので

はありません。また、著作権保護技術（CPRM）には対応しておりませ
ん。＊8：完全な防水（防滴）、防塵機能を保証するものではありません。
浴室・海水・プール・温泉などでは使用しないでください。砂浜の上に
置かないでください。本体以外は防滴・防塵性能を有していませんの
で、充電時に水や粉塵がかからないよう注意してください。＊9：IPX2
は保護度合いを指し、鉛直方向から15°傾けた機器に対して、3mm/
分の水を各方向から2.5分間ずつ計10分間滴下し、機器を動作させ

＊2：10日間無料でご利用になれます。
＊3：チャイルド・ガードは6ヵ月間無料でご利用になれます。それ以降は有料に

＊5：Google 
＊6：Android™標準・Google Mobile ServiceアプリはGoogleの意向に

■LAVIE Tab E / LAVIE Tab S ハードウェア仕様　本体価格はすべてオープン価格です。

■NEC独自アプリ・その他アプリ・機能　◆印のアプリはNECでサポートを行っております。
＊6

LAVIE Tab E LAVIE Tab S
型名
型番

TE507/FAW
PC-TE50７FAW

TE508/BAW
PC-TE508BAW

TS508/FAM
PC-TS508FAM

本体色 ホワイト グレー
プロセッサ APQ8016 1.20GHz（4コア） MT8161 1.30GHz（4コア） APQ8053 2.0GHz（8コア）
メモリ 2GB（LPDDR3） 1GB（LPDDR3） 3GB（LPDDR3）
ストレージ 約16ＧＢ 約16GB
プラットフォーム Android™ 6.0 Android™ 5.0 Android™ 6.0

ディスプレイ

サイズ 約7型ワイドLED IPS液晶(HD) 8型ワイドLED IPS液晶（WXGA） 8型ワイドLED IPS液晶（WUXGA）
解像度 1280×720ドット 1280×800ドット 1920×1200ドット
LCDドット抜けの割合＊1 0.00013%以下 0.00013%以下
表示色 最大1677万色 最大1677万色

タッチパネル
方式 静電容量式タッチパネル 静電容量式タッチパネル
タッチ検出数 5点 10点 10点

通信機能＊2

無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠＊3 ＊3 IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠＊3

Bluetooth®
Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊4

対応プロファイル：A2DP/AVRCP/DID/GAVDP/OBEX Object 
Push/HDP/HFP/HSP/HID/MAP/OPP/PAN/PBAP/SPP/HOGP

Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊4

対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HDP/HFP/HSP/
HID/MAP/OPP/PAN/PBAP/SPP/GAVDP/HOGP/DID

 テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊4 Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊4

対応プロファイル：A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/DUN/FTP/GAVDP/HFP/HOGP/
HID/HSP/MAP/MCAP/OPP/PAN-NAP/PBAP/RFCOMM/SPP

カメラ
フロント 有効画素数約200万画素、カラーCMOSカメラ、固定フォーカス 有効画素数約500万画素、カラーCMOSカメラ、固定フォーカス

リア 有効画素数約500万画素、カラーCMOSカメラ、
オートフォーカス

有効画素数約800万画素、カラーCMOSカメラ 
オートフォーカス

センサ GPS、加速度センサ GPS、加速度センサ、電子コンパス、照度センサ

サウンド機能
スピーカ 内蔵モノラルスピーカ 内蔵ステレオスピーカ 内蔵ステレオスピーカ
マイク 内蔵モノラルマイク 内蔵デュアルマイク

外部
インターフェイス

USB Micro USB×1（クライアント機能、OTG対応、充電兼用）＊5 Micro USB×1（クライアント機能、OTG対応、充電兼用）＊5

音声入出力端子 ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1
外部メモリ microSDメモリーカード＊6＊7 microSDメモリーカード＊6＊7

防水（防滴）＊8 － IPX2＊9

防塵＊8 － IP5X＊10

本体寸法（突起部除く） 97.7mm×188mm×8.9mm 125mm×210mm×8.9mm 123.5mm×209.5mm×8.6mm 
質量＊11 約255g 約354g 約321g 

バッテリ＊12

容量 3500mAh 4290mAh 4250mAh

駆動時間＊13 約10時間 （Web閲覧時）
約8時間（ビデオ再生時）

約8時間 （Web閲覧時）
約7時間（ビデオ再生時）

約8時間（Web閲覧時）
約7時間（ビデオ再生時）

充電時間＊14 約3時間 約4時間
電源 リチウムポリマーバッテリ＊15またはACアダプタ（100～240V±5%、50/60Hz）＊16 リチウムポリマーバッテリ＊15またはACアダプタ（100～240V±5%、50/60Hz）＊16

電波障害対策 VCCI ClassB VCCI ClassB
動作環境（温湿度条件） 温度5℃～35℃、湿度20％～80％（ただし結露しないこと） 温度5℃～35℃、湿度20％～80％（ただし結露しないこと）
主な添付品 ACアダプタ、充電ケーブル（USB）、マニュアル＊17、スタンド、保証書 ACアダプタ、充電ケーブル（USB）、マニュアル＊17、保証書 ACアダプタ、充電ケーブル（USB）、マニュアル＊17、スタンド、保証書

TE507/FAW TE508/BAW TE510/BAL TS508/FAM

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

＊10：IP5Xは

＊11：平均値。質量は記載
＊12：バッテリ駆動時間や充電時間は、

＊13：当社規

TE507/
FAW

TE508/
BAW

TE510/
BAL

TS508/
FAM用途 アプリ サポート

ニュースをまとめるジブン専用新聞 My Time Line ◆ ○ ○ ○ ○
ニュース・天気・カレンダーなど生活に役立つ情報をいつでも確認できる インフォボード for Android ◆ ○ － － ○
マニュアルやQ&A、活用情報を参照する LAVIEアシスト ◆ ○ －＊5 －＊5 ○
電子書籍を読む ebi Reader（イーブックジャパン） ○ ○ ○ ○
旅行情報を検索する ことりっぷ ○ ○ ○ ○
Webサイト情報を検索する Yahoo! JAPAN ○ ○ ○ ○

インターネットの脅威からタブレットを守る
MｃAfee® LiveSafe™ - Mobile Security（使用期間限定版）＊1 ○ ○ ○ ○
i-フィルター ® for Android™（使用期間限定版）＊2 ○ ○ ○ ○

ペアレンタルコントロール＋防災対策！ まもるゾウ＋ for NEC＊3 ○ － － ○
最新のサラウンドフォーマットに対応 Dolby Atmos® ○ ○ ○ ○
日本語を入力する FSKAREN bundle edition ○ ○ ○ ○
アプリの指示でAtermとワイヤレスLAN接続設定をする らくらく無線スタート EX for Android ◆ － ○ ○ －
Officeデータを閲覧・編集する WPS Office for Android＊4 ©Zhuhai Kingsoft Office Software Co., Ltd. － ○ ○ －
様々な方法で目的地への行き方を検索する NAVITIME － ○ ○ －
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ん。＊8

＊1：60日間無料でご利用になれます。それ以降は有料になります。＊2：10日間無料でご利用になれます。
それ以降は有料になります。＊3：チャイルド・ガードは6ヵ月間無料でご利用になれます。それ以降は有料に
なります。＊4：すべてのファイルを表示・編集できることを保証するものではありません。＊5：Google 
Play™ストアにて提供中です。＊6：Android™標準・Google Mobile ServiceアプリはGoogleの意向に
より変更される場合があります。
※著作権保護を必要とするビデオ配信サービスでは、再生できない場合があります。
※一部のアプリはダウンロードの必要があります。ダウンロードおよびアプリの利用時、
　インターネットおよびワイヤレスLAN接続環境が必要です。
※ご利用にあたり、課金される場合があります。

■主なAndroid™標準アプリ＊6 ■主なGoogle Mobile Serviceアプリ＊6

LAVIE Tab E LAVIE Tab S
型名
型番

TE507/FAW
PC-TE50７FAW

TE508/BAW
PC-TE508BAW

TE510/BAL
PC-TE510BAL

TS508/FAM
PC-TS508FAM

本体色 ホワイト ネイビーブルー グレー
プロセッサ APQ8016 1.20GHz（4コア） MT8161 1.30GHz（4コア） MT8165 1.70GHz（4コア） APQ8053 2.0GHz（8コア）
メモリ 2GB（LPDDR3） 1GB（LPDDR3） 2GB（LPDDR3） 3GB（LPDDR3）
ストレージ 約16ＧＢ 約16GB
プラットフォーム Android™ 6.0 Android™ 5.0 Android™ 6.0

ディスプレイ

サイズ 約7型ワイドLED IPS液晶(HD) 8型ワイドLED IPS液晶（WXGA） 10.1型ワイドLED IPS液晶（WUXGA） 8型ワイドLED IPS液晶（WUXGA）
解像度 1280×720ドット 1280×800ドット 1920×1200ドット 1920×1200ドット
LCDドット抜けの割合＊1 0.00013%以下 0.000058%以下 0.00013%以下
表示色 最大1677万色 最大1677万色

タッチパネル
方式 静電容量式タッチパネル 静電容量式タッチパネル
タッチ検出数 5点 10点 10点

通信機能＊2

無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠＊3 IEEE802.11a/b/g/n準拠＊3 IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠＊3

Bluetooth®
Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊4

対応プロファイル：A2DP/AVRCP/DID/GAVDP/OBEX Object 
Push/HDP/HFP/HSP/HID/MAP/OPP/PAN/PBAP/SPP/HOGP

Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊4 Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊4

対応プロファイル：A2DP/AVRCP/FTP/HDP/HFP/
HSP/HID/MAP/OPP/PAN/PBAP/SPP/GAVDP/HOGP

Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊4

対応プロファイル：A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/DUN/FTP/GAVDP/HFP/HOGP/
HID/HSP/MAP/MCAP/OPP/PAN-NAP/PBAP/RFCOMM/SPP

カメラ
フロント 有効画素数約200万画素、カラーCMOSカメラ、固定フォーカス 有効画素数約500万画素、カラーCMOSカメラ、固定フォーカス 有効画素数約500万画素、カラーCMOSカメラ、固定フォーカス

リア 有効画素数約500万画素、カラーCMOSカメラ、
オートフォーカス

有効画素数約800万画素、カラーCMOSカメラ、
オートフォーカス

有効画素数約800万画素、カラーCMOSカメラ 
オートフォーカス

センサ GPS、加速度センサ GPS、加速度センサ、電子コンパス、照度センサ

サウンド機能
スピーカ 内蔵モノラルスピーカ 内蔵ステレオスピーカ 内蔵マルチスピーカ（3スピーカサウンドバー） 内蔵ステレオスピーカ
マイク 内蔵モノラルマイク 内蔵デュアルマイク

外部
インターフェイス

USB Micro USB×1（クライアント機能、OTG対応、充電兼用）＊5 Micro USB×1（クライアント機能、OTG対応、充電兼用）＊5

音声入出力端子 ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1
外部メモリ microSDメモリーカード＊6＊7 microSDメモリーカード＊6＊7

防水（防滴）＊8 － IPX2＊9

防塵＊8 － IP5X＊10

本体寸法（突起部除く） 97.7mm×188mm×8.9mm 125mm×210mm×8.9mm 247.4mm×171.9mm×8.99mm 123.5mm×209.5mm×8.6mm 
質量＊11 約255g 約354g 約522g 約321g 

バッテリ＊12

容量 3500mAh 4290mAh 7000mAh 4250mAh

駆動時間＊13 約10時間 （Web閲覧時）
約8時間（ビデオ再生時）

約8時間 （Web閲覧時）
約7時間（ビデオ再生時）

約12時間（Web閲覧時）
約9時間（ビデオ再生時）

約8時間（Web閲覧時）
約7時間（ビデオ再生時）

充電時間＊14 約3時間 約5.5時間 約4時間
電源 リチウムポリマーバッテリ＊15またはACアダプタ（100～240V±5%、50/60Hz）＊16 リチウムポリマーバッテリ＊15またはACアダプタ（100～240V±5%、50/60Hz）＊16

電波障害対策 VCCI ClassB VCCI ClassB
動作環境（温湿度条件） 温度5℃～35℃、湿度20％～80％（ただし結露しないこと） 温度5℃～35℃、湿度20％～80％（ただし結露しないこと）
主な添付品 ACアダプタ、充電ケーブル（USB）、マニュアル＊17、スタンド、保証書 ACアダプタ、充電ケーブル（USB）、マニュアル ACアダプタ、充電ケーブル（USB）、マニュアル＊17、スタンド、保証書

標準アプリ TE507/FAW TE508/BAW TE510/BAL TS508/FAM

カメラ ○ ○ ○ ○

ギャラリー ○ ○ ○ ○

設定 ○ ○ ○ ○

カレンダー ○ ○ ○ ○

音声レコーダー ○ ○ ○ ○

時計 ○ ○ ○ ○

電卓 ○ ○ ○ ○

連絡先 ○ ○ ○ ○

Google™検索 ○ ○ ○ ○

Google Mobile Serviceアプリ TE507/FAW TE508/BAW TE510/BAL TS508/FAM

Google Play™ ストア ○ ○ ○ ○

Google Play™ ミュージック ○ ○ ○ ○

Google Play™ ムービー&TV ○ ○ ○ ○

Google マップ™ ○ ○ ○ ○

YouTube™ ○ ○ ○ ○

Chrome™ ○ ○ ○ ○

Google ドライブ™ ○ ○ ○ ○

Google マップ ナビ™ ○ ○ ○ ○

Google 音声検索™ ○ ○ ○ ○

Gmail™ ○ ○ ○ ○

Google スプレッドシート＊4 ○ － － ○

Google ドキュメント＊4 ○ － － ○

Google スライド＊4 ○ － － ○

たときに正常動作する機能を有することを意味します。＊10：IP5Xは
保護度合いを指し、直径75um以下の塵埃（じんあい）が入った装置に
機器を8時間入れて撹拌させ、取り出した機器を動作させたときに正
常動作する機能を有することを意味します。＊11：平均値。質量は記載
の値と異なる場合があります。＊12：バッテリ駆動時間や充電時間は、
ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。＊13：当社規
定の方法に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件

は、ホームページ（http://nec-lavie.jp/→各シリーズページ→「仕
様」）をご覧ください。＊14：付属のACアダプタを接続して充電した場
合。＊15：本製品にはバッテリパックが内蔵されていますが、取り外し
はできません。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、有償による修
理対応となります。＊16：本製品は日本国内AC100V（50/60Hz）の
電源専用です。＊17：マニュアルの一部はLAVIEアシストやWebから
のダウンロードや参照が必要です。

■本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。本製品を廃棄
する場合は、お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃
棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いた
だく場合があります。

■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。

TE507/
FAW

TE508/
BAW用途 アプリ サポート

ニュースをまとめるジブン専用新聞 My Time Line ◆
ニュース・天気・カレンダーなど生活に役立つ情報をいつでも確認できる インフォボード for Android ◆ ○ － －
マニュアルやQ&A、活用情報を参照する LAVIEアシスト ◆ ○ －＊5 －
電子書籍を読む ebi Reader（イーブックジャパン）
旅行情報を検索する ことりっぷ
Webサイト情報を検索する Yahoo! JAPAN

インターネットの脅威からタブレットを守る
MｃAfee® LiveSafe™ - Mobile Security（使用期間限定版）＊1

i-フィルター ® for Android™（使用期間限定版）＊2

ペアレンタルコントロール＋防災対策！ まもるゾウ＋ for NEC＊3 ○ － －
最新のサラウンドフォーマットに対応 Dolby Atmos®

日本語を入力する FSKAREN bundle edition
アプリの指示でAtermとワイヤレスLAN接続設定をする らくらく無線スタート EX for Android ◆
Officeデータを閲覧・編集する WPS Office for Android＊4 ©Zhuhai Kingsoft Office Software Co., Ltd.

様々な方法で目的地への行き方を検索する NAVITIME
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上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステ
ム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場
合があります。＊1：日本語版です。添付のアプリは、インストールされている
OSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用にな
ることはできません。＊2：ネットワークでドメインに参加する機能はありませ
ん。＊3：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。＊4：メモリの交
換、増設はできません。＊5：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブ
ピクセル）単位で計算しています。＊6：ディスプレイの最大解像度より小さ
い解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不
均一になることがあります。＊7：1677万色表示は、グラフィックアクセラレ
ータのディザリング機能により実現します。＊8：表示可能な解像度は接続す
るディスプレイにより異なります。＊9：本機で著作権保護されたコンテンツ
を再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器は
HDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を
接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC
（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。HDMIケー
ブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュ
レートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合が
あります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作
確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによ
っては正しく表示されない場合があります。＊10：パソコンの動作状況によ
り、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本
機のハードウェア構成、アプリ構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更

新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載する
メインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異
なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に
使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
＊11：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。＊12：初回起動直後に
Windowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再
セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本
商品の空き容量と若干異なる場合があります。＊13：キーボードのキーの横
方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチ
が短くなっている部分があります）。＊14：ペンの電池寿命は、アルカリ電池
で使用した場合、約9ヵ月です（1日3時間ご使用された場合。なお、ご使用
方法、環境条件によって異なる場合があります）。＊15：使用するアプリによ
って動作が異なったり、使用できないことがあります。＊16：ヘッドフォンや
外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極
ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステ
レオマイクやモノラルマイクは使用できません。＊17：高速転送規格
「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度は、カード性能、ファイル
サイズ等の利用環境により異なります。＊18：「microSDメモリーカード」、
「microSDHCメモリーカード」、「microSDXCメモリーカード」は、著作権保
護機能（CPRM）に対応していません。すべてのmicroSD/microSDHC/
microSDXCメモリーカード、microSD/microSDHC/microSDXCメモリ
ーカード対応機器との動作を保証するものではありません。＊19：主な付属
品を含みません。＊20：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。

＊21：本製品は、バッテリパックが内蔵されています。お客様ご自身で取り外
しや交換は行わないでください。寿命などでバッテリの交換が必要な場合
は、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間
内でも有料となります。＊22：電源コードの質量は含まれておりません。
＊23：バッテリ駆動時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があ
ります。＊24：バッテリ充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場
合があります。＊25：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
＊26：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊27：
出荷構成（添付品、周辺機器の接続なし）でOSを起動させた状態での測定
値です。＊28：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により
測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位 ギガ演算)
で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率
の表示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500
％未満、AAAは達成率500％以上を示します。＊29：本製品は省エネ法が定
めるパーソナルコンピュータの対象外となります。＊30：PC3R「PCグリーン
ラベル制度」の審査基準を満たしています。環境性能レーティング（星マー
ク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成
率35％未満、★★☆は35％以上70％未満、★★★は70％以上を示します。
詳細は、ホームページ（http://www.pc3r.jp）をご覧ください。＊31：
Offi  ce 365 サービスは、１年間無料でご利用いただけます。＊32：マニュア
ルの一部はWeb参照が必要になります。

■LAVIE Tab Wハードウェア仕様　本体価格はすべてオープン価格です。

LAVIE Tab W
型名
型番

TW710/EBS
PC-TW710EBS

TW710/EAS
PC-TW710EAS

インストールOS・サポートOS Windows 10 Home 64ビット＊1＊2

CPU

インテル® Atom™ x7-Z8750 プロセッサー
動作周波数 1.60GHz（インテル® バースト・テクノロジーに対応：最大2.56GHz）
コア数／スレッド数 4コア／4スレッド
キャッシュメモリ 2MB（2次キャッシュ）

メイン
メモリ＊3 標準容量／最大容量 4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB、デュアルチャネル対応）／4GB＊4

表示
機能

内蔵ディスプレイ
10.1型ワイド 
スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・タッチパネル）（WUXGA）

LCDドット抜けの割合＊5 0.00008%以下

表示色
（解像度）＊6

内蔵ディスプレイ
最大1677万色＊7（1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1600×900ドット、
1440×900ドット、1400×1050ドット、1366×768ドット、1360×768ドット、1280×1024ドット、1280×960ドット、1280×800ドット、
1280×768ドット、1280×720ドット、1280×600ドット、1152×864ドット、1024×768ドット、800×600ドット）

別売の外付けディスプレイ
接続時（HDMI接続時）＊9 最大1677万色（最大3840×2160ドット）＊8

グラフィックアクセラレータ（CPUに内蔵） インテル® HD グラフィックス 405
グラフィックスメモリ＊10（メインメモリと共用） 最大2136MB

ドライブ
内蔵フラッシュメモリ＊11 約64GB

Windowsシステム
から認識される容量＊12

Cドライブ／
空き容量 約56GB／約20GB

サウンド
機能

スピーカ ステレオスピーカ（1.0W+1.0W）
音源／サラウンド機能 インテル® Smart Sound Technology
サウンドチップ RealTek社製 ALC5672搭載

通信
機能

▶ワイヤレスLAN（詳細は別表をご覧ください） 11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）

▶Bluetooth®（詳細は別表をご覧ください） Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

入力
装置

キーボード キーボード（キーピッチ18.5mm＊13、キーストローク1.8mm）、
JIS標準配列（85キー） －

ポインティングデバイス デジタイザーペン（静電結合方式）＊14、マルチタッチ/ジェスチャー
機能付きクリックボタン一体型パッド（キーボードに搭載）＊15 デジタイザーペン（静電結合方式）＊14

タッチパネル タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応
ボタン 音量ボタン、Windowsボタン

Webカメラ／マイク
［本体前面］HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数 約120万画素
［本体背面］Full HD解像度（1080p）対応カメラ、有効画素数 約500万画素
ステレオマイク内蔵

外部
インター
フェイス

USB USB 3.0×1
ディスプレイ Micro HDMI出力端子×1＊9

サウンド
関連

マイク入力＊16 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）

ヘッドフォン出力 マイク入力と共用
ライン出力 マイク入力と共用

メモリーカードスロット microSDメモリーカード（microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード）スロット×1＊17＊18
センサ 加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ、照度センサ

外形
寸法

本体（突起部、バンプ部除く）
256.5（W）×177（D）×9.1（H）mm
256.5（W）×197.4（D）×16.95～23.95（H）mm
（キーボードに設置し閉じた場合）

256.5（W）×177（D）×9.1（H）mm

キーボード（突起部、バンプ部除く） 256.1（W）×197.3（D）×7.3～23.8（H）mm －

質量
本体＊19＊20／キーボード＊19 約597g／約550g 約597g／－
バッテリ －＊21
ACアダプタ＊22 約175g

バッテリ駆動時間 ワイヤレスLAN（WiFi）接続時 約11.5時間＊23
バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約1.9時間／約2.2時間＊24
電源＊25＊26 リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）
消費電力 標準時＊27／最大時 約5.1W／約36W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊28 －＊29
ＰＣグリーンラベル（Ver. 13）＊30 ★★★
電波障害対策 VCCI ClassB
温湿度条件 5～35℃、8～95%（ただし結露しないこと）
本体色 スパークリングシルバー
オフィスアプリ（インストールされている他のアプリは
「主なWindows アプリ一覧」をご覧ください） Offi  ce Mobile プラス Offi  ce 365 サービス＊31

主な添付品 マニュアル＊32、ACアダプタ、デジタイザーペン、ペンホルダー、
キーボード、乾電池（単六アルカリ：1本 ペン用）、保証書

マニュアル＊32、ACアダプタ、デジタイザーペン、ペンホルダー、
乾電池（単六アルカリ：1本 ペン用）、保証書
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＊W1：同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接
続の可否と対応機能をご確認ください。＊W2：W52/W53ワイヤレス（無線）LANの使用は、電波法令によ
り屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。＊W3：
通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波
環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響す
る場合があります。接続先のワイヤレス（無線）LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。＊W4：WPA-PSK（TKIP）とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザが設定可能な鍵長は、それぞ
れ40/104bitです。＊W5：Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.1/3.0/4.0（Bluetooth® Smart Device機器）規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。
High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。＊W6：通信速度はEDR（Enhanced Data 
Rate）対応機器同士の規格による速度（規格値）です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス（無線）
LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。＊W7：規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10mで使用してください（10m以内でもデータ通信タイミン
グを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります）。＊W8：同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能を利用できない場合があり
ます。

▶ワイヤレスLAN仕様 ▶Bluetooth®仕様

対応機種
LAVIE Tab W
TW710/EBS、TW710/EAS

モデル名称 11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN

規格＊W1 IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠
Wi-Fi Direct™準拠

周波数帯域
（チャンネル・バンド）

2.4GHz帯（1～13ch）
5GHz帯（W52/W53/W56）＊W2

通信速度＊W3
送信 最大867Mbps（11ac接続時）、

最大300Mbps（11n接続時）

受信 最大867Mbps（11ac接続時）、
最大300Mbps（11n接続時）

セキュリティ＊W4 WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）、WEP
（64/128bit）

対応機種
LAVIE Tab W
TW710/EBS、TW710/EAS

モデル名称 Bluetooth® テクノロジー（Ver.4.0）

準拠規格＊W5 Bluetooth® Core Specifi cation Ver.4.0準拠
・Bluetooth® Smart Ready

周波数帯域 2.4GHz帯域（2.4～2.4835GHz）
変調方式 周波数ホッピングスペクトラム拡散（FH-SS）方式
通信速度＊W6 最大3Mbps
送信出力＊W7 Power Class1

プロファイル＊W8

HID（Human Interface Device Profi le）: （Host）、
PAN（Personal Area Network Profi le）: （PAN User）、
SPP（Serial Port Profi le）: （DeviceA/DeviceB）、
OPP（Object Push Profi le）: （Client/Server）、
HCRP（Hardcopy Cable Replacement Profi le）: （Client）、
HFP（Hands Free Profi le）: （Audio Gateway）、A2DP
（Advanced Audio Distribution Profi le）: （Source）、
AVRCP（Audio/Video Remote Control Profi le）: 
（Target）、HOGP（HID over GATT Profi le）: （Host）

◎：インストール済み 
●：内蔵フラッシュメモリに格納済み
　　（インストールしてご利用）
◆：NECサポートアプリ
★：Windows ストア アプリ／
　　ユニバーサル アプリ
◆印のアプリのみサポートを行っております（基
本アプリ・NEC製アプリなど）。本商品に添付さ
れたアプリは、同一商品名の市販品と機能や仕
様の点で異なる場合があり区別するために「for 
ＮＥＣ」と名称の最後に表記することがあります。
その場合を含め、◆印以外のアプリに関しまし
ては、アプリ製造元各社でサポートを行っており
ますので、お問い合わせ先などは、添付のアプリ
「LAVIEアプリナビ」をご覧ください。

■ 主なWindows アプリ

アプリによっては、インターネットに接続する
必要があります。その際の通信費はお客様の
ご負担となります。アプリによっては、ご利用
になれる期間や機能に一部制限があります。
プリインストールアプリは、市販のパッケージ
商品と機能などが一部異なるものがありま
す。同じ名称のアプリでも、搭載するモデルや
時期、バージョンによって内容が異なる場合
があります。すべての機能をご使用いただく
には別途アップデートが必要な場合がありま
す。セキュリティ関連のアプリは、すべてのセ
キュリティを保証するものではありません。セ
キュリティレベルはお客様の設定によります。
お客様が画像・音楽・データなどを記録（録画・
録音）したものは、個人として楽しむなどのほ
かは、著作権法上、著作権者に無断で使用で
きません。
＊1：日本語版です。別売のOSをインストール
およびご利用になることはできません。また、
基本OSのみの再インストールは行えません。
＊2：Offi  ce Mobileのすべての機能をご利用
になるには、Office 365 サービスが必要で
す。Office 365 サービスをご利用になるに
は、Microsoftアカウントが必要です。Office 
365 サービスは最初の1年間は無料でご利
用いただけますが、2年目以降は有償となりま
す。＊3：60日間無料でご利用になれます。そ
れ以降は有料になります。＊4：アプリの移行は
できません。すべてのデータの移行を保証す
るものではありません。また著作権保護され
た映像や音楽などのデータは、移行してもご
利用になれない場合があります。移行元の環
境によっては正しく動作しない場合がありま
す。＊5：USBメモリにのみ再セットアップメディ
アを作成できます。＊6：初回利用時にインタ
ーネット接続環境が必要です。＊7：プリインス
トール版では30日間お試しで有料機能を使
えます。有料機能では、時刻表表示、音声案
内、地点間のルート検索や、旅行スケジュール
の作成機能が使用できます。

TW710/
EBS

TW710/
EAS

基本OS
OS Windows 10 Home 64ビット ＊1 ◆ ◎ ◎
Offi  ce Mobile プラス Offi  ce 365 サービス
文書を作成する Word★ ＊2 ◎ ◎
表やグラフを作成する Excel★ ＊2 ◎ ◎
プレゼンテーション用の資料を作成する PowerPoint★ ＊2 ◎ ◎
インターネット

ホームページを見る
Microsoft Edge★ ◆ ◎ ◎
Internet Explorer 11 ◆ ◎ ◎

様々なニュースサイトの情報をまとめて見る My Time Line★ ◆ ◎ ◎
安心・便利
サポート情報やお役立ち情報を見る LAVIEアシスト★ ◆ ◎ ◎
やりたいことからアプリを探して起動する LAVIEアプリナビ ◆ ● ●
コンピュータウイルスを検出、駆除する マカフィー® リブセーフ™（使用期間限定版） ＊3 ◎ ◎
セキュリティ情報を見る McAfee® Central for NEC★ ◎ ◎

古いＰＣから新しいＰＣへデータを移す ファイナルパソコンデータ引越し 
Win10特別版™ for NEC ＊4 ◎ ◎

再セットアップ用メディアを作成する 再セットアップメディア作成ツール ＊5 ◆ ◎ ◎
NECからの最新の更新プログラムを入手する LAVIEアップデート ◆ ◎ ◎
スマートフォンで表示しているWebページ・写真・
動画を、パソコンに送って表示する LAVIEコネクト ◆ ◎ ◎

音声で情報を検索したりPCを操作する LAVIEボイス ◆ ● ●
AV関連
写真/動画を見る、スマートフォンと共有する LAVIEフォト SR★ ◆ ◎ ◎
写真を編集・加工する CyberLink PhotoDirector Mobile★ ◎ ◎
動画を編集する CyberLink PowerDirector Mobile★ ◎ ◎
音楽の再生や曲の管理をする Windows Media Player ◆ ◎ ◎
ホームネットワーク上のTVコンテンツを見る SmartVision/PLAYER（リモート視聴対応版）★ ＊6 ◆ ◎ ◎
実用・趣味
様々な情報が集まる情報ポータル インフォボード ◆ ◎ ◎
インターネット上の動画を効率よく見る LAVIEチャンネル★ ◆ ◎ ◎
はがきをつくる 筆ぐるめ 23 for NEC ◎ ◎
情報をまとめて整理するデジタルノートブック OneNote★ ◎ ◎
手書きでノートに文字や図を書く MetaMoJi Note Lite for NEC★ ◎ ◎
絵を描く Fresh Paint★ ◎ ◎
電子書籍を見る ebi.BookReader for Windows ◎ ◎
地図や最適ルートを検索する NAVITIME★ ＊7 ◎ ◎
楽天の様々なサービスを利用する 楽天gateway★ ◎ ◎
学習
Windowsの使い方などを動画で学ぶ LAVIE動画なび★ ◆ ◎ ◎
各種設定・ユーティリティ
バッテリを診断する バッテリ診断ツール ◆ ◎ ◎
ホームネットワークにつないだパソコンの
光ディスクドライブを共有する 光ディスクドライブ共有設定ツール ◆ ● ●

ワイヤレスLANの設定をする らくらく無線スタート® ＥＸ ◆ ● ●



安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付のマニュアル（取扱説明書）の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電など
の原因となることがあります。本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。本製品にはバッテリパックが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換は
行わないでください。LAVIE Tab Wでバッテリが寿命などで交換が必要な場合は、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。LAVIE Tab E、
LAVIE Tab Sでバッテリ駆動時間が短くなった場合には、有償による修理対応になります。

※本カタログに記載の価格はすべて税抜表示となっております。価格には別途消費税がかかります。

※電子書籍を購入するためには、ブラウザでeBookサイトにアクセスする必要があります。インターネット、およびワイヤレスLAN接続環境が必要です。
※TE508/BAW、TE510/BAL、TW710/EBS、TW710/EASは2,160円分、TE507/FAW、TS508/FAMは1,080円分の電子ブッククーポンがつきます。

・eBook図書券はおつりが出ません。ご利用金額と額面の差額については、利用、返金、払い戻しを行うことはできません。 ・eBook図書券に記載された数列コードを決済時に入
力して使用します。数列コードは一度使用すると利用済（無効）となり、同じコードを2回以上利用することはできません。 ・現金を含め、他の決済を混合して使用する
ことはできません。
・eBook図書券は購入券であって、一般的な金券ではありませんので、換金や返金はできません。 ・一部成人向けの書籍はご購入いただけません。 ・eBook図書券は
株式会社イーブックイニシアティブジャパンから提供のサービスです。本サービスは、予告なく変更・終了することがございます。

「eBook図書券」ご利用時の注意事項

NE C のタブレットにはコミックや 小 説 、写 真 集 、雑 誌 など を 電 子 書 籍 で 販 売 する国内 最 大 級 の 電 子 書 店
「eBookJapan」の電子ブッククーポン「eBook図書券」をプレゼント。マンガや小説など、あなたがほしい本を購入
できます。

日本最大級の動画配信サービス「U-NEXT」でドラマ・映画・アニメなどを、31日間無料で視聴できる特典＊1と、クーポン＊2をプレゼント。

タブレットに電子ブッククーポンがついてくる！

さらに、2,000ポイントのビデオ視聴クーポンがついてくる！

収納
マンガ 全 巻 や 雑 誌 の
バックナンバーなど、大
量の書籍を保存。好き
な時に好きな本を選ん
でダウンロードして楽し
めます。

大量の本をタブレット
に入れて持ち歩ける。

小説の小さな文字やマ
ンガの吹き出しを、簡単
な操作で大きく拡大し
て、読みやすくできます。

小説やマンガを拡大し
て読みやすくできる。

＊1：ポイントOK作品とPPV作品は対象外です。 ＊2：ポイント利用は、会員登録後、45日間に限ります。 ※新規登録会員のみの特典です。※インターネット、およびワイヤレスLAN接続環境が必要です。
※無料期間終了後は月額課金となります。会員登録にはクレジットカードが必要となります。U-NEXTのキャンペーンページ要項をよくご確認のうえ、ご利用ください。

タブレットで自由に、快適に、電子書籍を楽しめる

■ 商標について
IntelとIntelおよびMcAfeeのロゴ、インテル、マカフィー、LiveSafe、リブセーフは、米国およびその他の国におけるIntel Corporation
またはMcAfee,Inc.の登録商標または商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標
または登録商標です。Microsoft、Office ロゴ、Excel、OneNote、PowerPoint、PowerPoint ロゴは、米国 Microsoft Corporation 
および/またはその関連会社の商標です。Microsoft、Windows及びWindows ロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。
ファイナルパソコン引越しおよびファイナルパソコンデータ引越しはAOSデータ株式会社の日本における商標です。PCMoverは、米国
における米国 Laplink Software 社の登録商標です。MetaMoJiは、株式会社MetaMoJiの登録商標です。「NAVITIME」及び「トー
タルナビ」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。らくらく無線
スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。楽天は楽天株式会社の登録商標または商標です。Google、Google ロゴ、
Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Google ドライブ、Gmail、Google マップ、Google マップ ナビ、YouTube、
Google 音声検索、Chrome、Chrome ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。Wi-Fi はWi-Fi Alliance の登録商標で
す。miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有であり、
NEC パーソナルコンピュータ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき
製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby AtmosおよびダブルＤ記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。ことりっぷは株式会
社昭文社の登録商標です。デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-FILTER、m-FILTER、D-SPAは、デジタルアーツ
株式会社の登録商標です。「netpeople」は、イナゴの商標または登録商標です。まもるゾウは株式会社AXSEEDの登録商標です。その
他、本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

LAVIEが贈る家族の物語。ミニチュア達が暮ら
す 平 和 な 街LAVIE City。そこに暮らす家族

「LAVIE家」のもとに、1人の留学生がやってきます。
家族とどんな化学反応を見せるのか？

LAVIE City

http://instagram.com/lavie_city/
#LAVIE_CITY

公式Twitterアカウント
「@necpc_pc」を
フォローしよう！

ご提供待ち

拡大

この冊子の記載内容は2016年11月現在のものです。

ご用命は充実したサービスの当店へ
商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからご提供しています。

※フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。
※購入後の電話サポートにつきましては、商品に添付されている「安全上のご注意・サポートガイド」でご確認ください。
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

〒101-0021 
東京都千代田区外神田四丁目１４番１号
秋葉原ＵＤＸ 006469

［NEC LAVIE公式サイト］

お電話での購入相談 0120-977-121
【購入相談】 受付時間 9:00～17:00

Cat. No. 1118　16110300ADDN

http://nec-lavie.jp/




