
TE508/HAWTE510/HAW

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。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。（有償による修理対応となります）。

■ 主なアプリ

■ 仕様

■ オプション ■ 商標について
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、Outlook、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。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。USB Type-CはUSB 
Implementers Forumの商標または登録商標です。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。
McAfeeのロゴ、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McAfee,Inc.の登録商標または商標です。ウイルスバスターお
よびパスワードマネージャーは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Gorilla Glassは、Corning Incorporated 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。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。

■ カタログについてのご注意
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

●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。　●ストレージ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。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。

■ 商品についてのご注意
●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。

液晶ディスプレイに
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。

＊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：WPA-PSK(TKIP)とWEPは
IEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。　＊4：WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11b/g時のみ対応可能です。　＊5：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。　＊6：すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。
＊7：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(最大64GB)に対応しています。　＊8：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。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。　＊9：平均
値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊10：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。　＊11：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。　＊12：付属のACアダプタを接続して
充電した場合。　＊13：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。　＊14：本製品は日本国内AC100V（50/60Hz）の電源専用です。　＊15：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。　＊16：
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(最大128GB)に対応しています。　■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。

＊1：30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。　＊2：60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。　＊3：10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。　＊4：チャイルド・ガードは6ヶ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。　※一部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無線LAN接続環境が必要です。　※ご利用にあたり、課金が必要になる場合があります。

片手で持ちやすいコンパクトな約7型ワイド液晶モデル
■ Android™ 6.0
■ 4コアCPU＆2ＧＢメモリ搭載
■ 1280×720ドット IPS液晶
■ 持ちやすいボディ横幅97.7mm

● バッテリ駆動約10時間＊1

● 本体質量約255g＊2

ＴＥ507/FＡＷ
好奇心を満たすスリムタブレット

■ Android™ 6.0
■ 8コアCPU＆3ＧＢメモリ搭載
■ 1920×1200ドット IPS液晶
■ Dolby Atmos®採用

● バッテリ駆動約8時間＊1

● 本体質量約321g＊2

ＴS508/FＡM ＊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。

最新ＯＳ搭載＆ハイパフォーマンスの快適タブレット。

型名
型番

TE510/HAW
PC-TE510HAW

TE508/HAW
PC-TE508HAW

TE507/FAW
PC-TE507FAW

TS508/FAM
PC-TS508FAM

本体色 ホワイト グレー
プロセッサ APQ8053 2.0GHz（8コア） APQ8017 1.40GHz（4コア） APQ8016 1.20GHz（4コア） APQ8053 2.0GHz（8コア）
メモリ 3GB(LPDDR3) 2GB(LPDDR3) 3GB（LPDDR3）
ストレージ 約16GB 約16GB
プラットフォーム Android™ 7.1 Android™ 6.0 Android™ 6.0

ディスプレイ

サイズ 約10.1型ワイドLED IPS液晶（WUXGA） 約8型ワイドLED IPS液晶(WXGA) 約7型ワイドLED IPS液晶(HD) 8型ワイドLED IPS液晶（WUXGA）
解像度 1920×1200ドット 1280×800ドット 1280×720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

通信機能＊2 無線LAN/
Bluetooth®

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠＊3 IEEE802.11b/g/n準拠＊4
Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)＊5

IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠＊3
Bluetooth®  テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）＊5Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.2)＊5

カメラ 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 フロント：約500万画素、リア：約800万画素
センサ GPS、加速度センサ、照度センサ 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 内蔵ステレオスピーカ 内蔵モノラルスピーカ 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 USB Type-C™×1（クライアント機能、OTG対応、充電兼用）＊6 Micro USB×1（クライアント機能、OTG対応、充電兼用）＊6 Micro USB×1（クライアント機能、OTG対応、充電兼用）＊6
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＊8＊16 microSDメモリーカード＊7＊8microSDメモリーカード＊7＊8

本体寸法（突起部除く） 246.8mm×172.5mm×7.2mm 124.2mm×210.9mm×8.4mm 97.7mm×188mm×8.9mm 123.5mm×209.5mm×8.6mm 
質量＊9 約485g 約340g 約255g 約321g 

バッテリ＊10
容量 7000mAh 4850mAh 3500mAh 4250mAh
駆動時間＊11 約8.8時間（Web閲覧時） 約8時間 （Web閲覧時） 約10時間（Web閲覧時） 約8時間（Web閲覧時）
充電時間＊12 約5時間 約4時間 約3時間 約4時間

電源 リチウムポリマーバッテリ＊13またはACアダプタ（100 ～ 240V±5%、50/60Hz）＊14 リチウムポリマーバッテリ＊13またはACアダプタ
（100 ～ 240V±5%、50/60Hz）＊14

電波障害対策

用途 アプリ サポート TE510/
HAW

TE508/
HAW

TE507/
FAW

TS508/
FAM

ニュースをまとめるジブン専用新聞 My Time Line ◆

インフォボード for Android™ ◆

LAVIEアシスト ◆

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
マニュアルやQ&A、活用情報を参照する
電子書籍を読む ebi Reader（イーブックジャパン）

ウイルスバスター モバイル
（使用期間限定版）＊1

i-フィルター® for Android™
（使用期間限定版）＊3

MｃAfee LiveSafe - Mobile Security
（使用期間限定版）＊2

パスワードマネージャー

まもるゾウ＋ for NEC ＊4
Dolby Atmos®
Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Skype
OneDrive

インターネットの脅威から
タブレットを守る

複数のパスワードを簡単に一元管理する

ペアレンタルコントロール＋防災対策！

最新のサラウンドフォーマットに対応
文書を作成する
表やグラフを作成する
プレゼンテーション用の資料を作成する
電子メールやスケジュールの管理をする
Webクリップや情報の収集・整理をする
電話/テレビ電話をする
クラウドにデータを保存・共有する

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＊15、スタンド、保証書 ACアダプタ、充電ケーブル（USB）、マニュアル＊15、スタンド、保証書

LAVIE Tab E LAVIE Tab S

まもるゾウ2 for NEC ＊4

LAVIE Tab E用

LAVIE Tab S用

TE510/HAW用カバー＆保護フィルム
TE508/HAW用カバー＆保護フィルム
TE507/FAW用カバー＆保護フィルム

PC-AC-AD010C（ネイビーブルー）
PC-AC-AD011C（ネイビーブルー）
PC-AC-AD009C（ネイビーブルー）

オープン価格
オープン価格
オープン価格

自動スリープON/OFF対応

TS508/FAM用カバー＆保護フィルム PC-AC-AD008C（ネイビーブルー） 自動スリープON/OFF対応オープン価格

この冊子の記載内容は2017年7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. 1145　17080350ADDN

http://nec-lavie.jp/

タブレット
総合カタログ 2017.8



＊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。

マルチウィンドウ・マルチタスク機能で、2つのアプリを並べて表示
することが可能。映画を観ながらメッセージを送信したり、レシピを
見ながらタイマーを起動したりできます。また、端末に表示する
テキストのサイズを変更できるようになっています。

最新OS Android™ 7.1で
高速、快適な操作フィーリング

本体前面に、ステレオスピーカを内蔵。
付属のスタンドに置いたときなどに、
ダイレ クトに 音 が 伝 わります。また、

「Dolby Atmos®」対応でU-NEXTなど
の動画コンテンツをより迫力のサウンド
で楽しむことができます。

前面にステレオスピーカ搭載&Dolby Atmos® 採用

ＴＥ510/ＨＡＷは８コアＣＰＵ＆３GBメモリ、ＴＥ508/ＨＡＷは4コア
CPU＆2ＧＢメモリ搭載。高画質動画の視聴やページ数が多い電子
書籍の閲覧も快適に行えます。

高性能ＣＰＵ＆大容量のメモリ搭載

指紋認証を使って素早くログインしたり、プリインストールされて
いる「パスワードマネージャー」のマス
ターパスワードを指紋で認証すること
ができます。

指紋認証対応でセキュリティ機能を向上

お子さまが安心してタブレットを使えるように設定できる「まもる
ゾウ2 for NEC」やOffice文書を閲覧・加工できる「Microsoft Office 
Mobile」をプリインストールしています。

約7.2mm

耐久性・傷耐性にすぐれた「Gorilla® Glass 4」を本体背面に採用。
これにより、本体強度を保ちつつ約７.2mmの薄さを実現していま
す。

10.1型ワイドでも持ちやすいスリムボディ ＴＥ510/ＨＡＷ

ＴＥ510/ＨＡＷ

高性能CPU&大画面で快適に楽しめる
10.1型ワイド液晶モデル

■ Android™ 7.1
■ 8コアCPU＆3ＧＢメモリ搭載
■ 1920×1200ドット IPS液晶

● バッテリ駆動約8.8時間＊1

● 本体質量約485g＊2

ＴＥ510/ＨＡＷ

気軽に持ち運んで手軽に楽しめる
8型ワイド液晶モデル

■ Android™ 7.1
■ 4コアCPU＆2ＧＢメモリ搭載
■ 1280×800ドット IPS液晶

● バッテリ駆動約8時間＊1

● 本体質量約340g＊2

ＴＥ508/ＨＡＷ

オプションカバー

便利なアプリをプリインストール

TE508/HAW

TE510/HAW

オプションカバー

＊1：eBook図書券は、ebi Readerを起動した際に取得できるクーポンであり、ご購入された端末1台に対し1回限り有効です。換金や返金は
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。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。　＊2：新規登録会員
のみの特典です。　＊3：ポイントOK 作品とPPV 作品は対象外です。　＊4：ポイント利用は会員登録後、45日間に限ります。

日本最大級の動画配信サービスでドラマ・映画・アニメ
などを視聴できる！特典＊2として31日間無料＊3で視聴＆
2000ポイント＊4プレゼント！

コミック・小説・写真集・雑誌などを満喫できる！
特典として図書券をもれなくプレゼント！＊1

本カタログ掲載機種をご購入で下記特典がついてくる！

電子ブッククーポン

ビデオ視聴クーポン

イマドキのタブレットで、イマドキのいい毎日を。

やりたいことにフィットする。


