
            を
スマートフォン

で読み取ると武井咲さん
出演のスペシャルムービーが
お楽しみいただけます。詳し
くは裏表紙をご覧ください。

AR

2015秋冬モデル
PC総合カタログ 2015.9

GfK Japan Certified 2014

2014年 年間販売数量 シェアNo.1受賞
全国有力家電量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ

BCN AWARD 2015

最優秀賞受賞
全国の主要パソコン販売店、家電量販店のPOSデータ統計を集計するBCNより認定

2014年 日本で一番選ばれたPCメーカー 国内販売No.1
デスクトップPC部門（11年連続）・ノートPC部門（4年連続）

デスクトップPC部門（6年連続）・ノートPC部門（4年連続）
2015 2015※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリ

  はそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



新しい出会いが、
毎日をドラマティックに変えていく。

ユーザーの声を取り入れて生まれた新しいOS「Windows 10」。

慣れ親しんだ操作を大切にしながら、

さらに使いやすく進化したWindows 10とLAVIE。

もっと楽しく、もっと快適に、あなたの暮らしを変えていきます。

さあ、新しいLAVIEとともに、ワクワク、ドキドキできる

ドラマティックな毎日へ。

使いやすさを考えたさまざまな新機能を搭載した「Windows  10」。常にユーザーの
声を取り入れながら進化し続ける、かつてない革新的なOSです。

より使いやすく
生まれ変わった
「スタートメニュー」

Point 1

さらに
LAVIE
なら

自動で、デバイスの
画面に適した
インターフェイスに

Point 2
タッチやペンで
さらに直感的に
使いこなせる

Point 3

詳しくはP.22

新しいOSの操作方法が
わかるから安心
「LAVIE動画なび」　「パソコンのいろは」

さらに
LAVIE
なら

やりたいことからアプリが探せる
「LAVIEアプリナビ」 詳しくはP.22

さらに
LAVIE
なら

あらゆる画面サイズに対応した独自アプリを搭載
」eniL emiT yM「」yrotsiH yM「 詳しくはP.24

さらに
LAVIE
なら

タッチパネル搭載モデルなど直感的に使える
PCを多数ラインアップ 詳しくはP.44

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリ
  はそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。
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HF750/CAB

HF350/CAシリーズ

HF150/CAシリーズ

使う場所も使い方も自由
新しいフリースタイル PC

BDXLTM

BDXLTM

タッチパネル搭載IPS

● バッテリ駆動時間約2.0時間＊1

● バッテリ駆動時間約2.3時間＊1

● バッテリ駆動時間約2.3時間＊1

15.6型ワイド

HF750/CAB
HF350/CAB
HF150/CAB
ピュアブラック

HF350/CAW
HF150/CAW
ピュアホワイト

このページでは、スマートフォンでスペシャルムービーが楽しめます。

詳しくはこちらをご覧ください。▶

無料スマホアプリ「aug!」を検索しダウンロード。 「aug!」を起動し、左のマークが付いている
写真にスマートフォンをかざすとARコン
テンツがお楽しみいただけます。

1 2
AndroidTMの場合は「Google play」、iOSの場合は「App Store」
で検索してダウンロードしてください。

＊1：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

キーボードを収納すればホコリがつきにくく、画面のタッチ操作もし
やすくなります。ワイヤレスのキーボードは好きな位置で使えます。

本体下部にすっきり収納できるキーボード
音質調整と音響効果で臨場感あふれる音でAV鑑賞を楽しめます。
高音質で楽しめるヤマハ AudioEngine™

AudioEngine™について詳しくは ▶ P.25

ニュースや天気予報を自動表示する「インフォボード」
ニュース、天気などの生活情報を自動的に表示してくれます。
BGM付きフォトフレームとして使うこともできます。
インフォボードについて詳しくは ▶ P.23

LAVIEボイスについて詳しくは ▶ P.23

声でWebを検索したり、操作したりできます。手で触れにくい時
などに便利です。
※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。

会話で操作ができる「LAVIEボイス」

Slim Design
奥行き16cmの省スペースサイズ、インテリアにマッチするデザインだから、いろいろな場所
で活用できます。薄型のキーボードは本体に格納でき、「キーボード取り出しスイッチ」で
簡単に取り出せます。

キーボード
取り出しスイッチ

型名 基本OS

Windows 10 Home

第5世代
Core™ i7-5500U

（2.40GHz/最大3GHz）

Celeron® 3215U
（1.70GHz）

第5世代
Core™ i3-5015U
（2.10GHz）

タッチパネル 15.6型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

タッチパネル 15.6型ワイド 
広視野角（IPS）
（フルHD）

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）

約1TB
HD

解像度対応
92万画素

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチ
ドライブ

CPU ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ Webカメラ 無線通信機能

HF750/CAB

HF150/CAシリーズ

HF350/CAシリーズ

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth® 4.0

※コンテンツは期間限定のため、ご覧になれなくなる場合があります。

（             ）

AR

AR
製品紹介ムービーを
スマホでみられる！
上の写真をスマホで
スキャンしてください。

HF350/CAW

AR
製品紹介ムービーを
スマホでみられる！
下の写真をスマホで
スキャンしてください。

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：HF150/CAシリーズを除く。　＊2：受信のみ。　＊3：HF750/CABのみ。　＊4：AudioEngine™機能のみ搭載。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

LAVIE
ボイス My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
テレビ
連携機能

＊2

4Kビデオ
編集

＊3

高度な
写真編集

＊1

YAMAHA
サウンドシステム

＊4

08 09LAVIE HF 検 索※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。
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HS550/CAS
HS350/CAS

PCもタブレットもこの１台で

HS550/CAS

型名 基本OS

Windows 10 Home

Core™ M-71 
（1.20GHz/最大2.90GHz）

Core™ M 
（0.80GHz/最大2GHz）

4GB
あり

なし

フルHD解像度対応
前面：約200万画素
背面：約500万画素

CPU ディスプレイ メモリ SSD Webカメラ 無線通信機能 デジタイザー機能

HS550/CAS

HS350/CAS

タッチパネル
11.6型ワイド

高輝度・広視野角（IPS）
(フルHD)

約128GB
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® 4.0

タブレットとしてタッチやデジタイザーで楽しむパッド付きキーボードで快適入力

※デジタイザー機能はHS550/CASのみ。

9.6mm

11.6型ワイド

本体のみで、タッチパネルやデジタイザーを利用して、
さまざまな使い方ができます。

キーストローク1.8mmの打ちやすいキーボードで、
快適に文字入力ができます。

アルミ素材を採用した薄さ9.6mm＊1＊2・質量約795g＊1＊3の持
ち運びやすい本体。高性能プロセッサーを搭載しながらファン
レス設計のため、静かな動作音で快適に使えます。

＊1：本体のみ（キーボード除く）。　＊2：突起部、バンプ部除く。　
＊3：HS350/CASの場合。平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　

薄型・軽量のアルミボディ、
快適に使えるファンレス設計デジタイザーペンで、細かいタッチ操作や

新しいブラウザ「Microsoft Edge」のWeb
ページへの手書きメモ、スケッチなどが便利
に行えます。1024段階の筆圧感知＊1対応で
線の太さを変えて多彩な表現が可能です。
※HS550/CASのみ。　＊1：筆圧感知対応アプリはFresh Paint、OneNote 2013となります。

ペンで多彩に使えるデジタイザー機能

標準サイズのUSB 3.0コネクタ、Micro 
HDMIコネクタ、microSDカードスロット
など多彩なインターフェイスを装備。本体
に加え、キーボードにもUSB 2.0コネクタ
を搭載しています。

標準サイズのUSB 3.0コネクタなど
充実したインターフェイス

周囲の明るさを検出して画面輝度を調整するための照度セン
サ、電子コンパスとして使える加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサを搭載しています。

便利に使える多彩なセンサ

※番組の受信機能をご利用になるには、ホームネットワークやインターネット接続環境が必要です。

TVパソコンに録画した番組やライブ放送を、ホームネットワーク
やインターネット経由で受信して視聴ができます。家でも外でも
見たい場所で自由に楽しめます。

TVパソコンとつなげてテレビ番組を楽しめる

テレビ連携機能について詳しくは ▶ P.23

タッチパネル搭載

デジタイザー機能付き

IPS

形状をノートPCモード、タブレットモード間で変更すると、
Windows 10のインターフェイスも自動的に使いやすい画面
に変更されます。

モードに合わせて自動でインターフェイスを変更

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：受信のみ。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊1
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フルHD解像度対応
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11.6型ワイド

本体のみで、タッチパネルやデジタイザーを利用して、
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に加え、キーボードにもUSB 2.0コネクタ
を搭載しています。
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周囲の明るさを検出して画面輝度を調整するための照度セン
サ、電子コンパスとして使える加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサを搭載しています。

便利に使える多彩なセンサ

※番組の受信機能をご利用になるには、ホームネットワークやインターネット接続環境が必要です。

TVパソコンに録画した番組やライブ放送を、ホームネットワーク
やインターネット経由で受信して視聴ができます。家でも外でも
見たい場所で自由に楽しめます。

TVパソコンとつなげてテレビ番組を楽しめる

テレビ連携機能について詳しくは ▶ P.23

タッチパネル搭載

デジタイザー機能付き

IPS

形状をノートPCモード、タブレットモード間で変更すると、
Windows 10のインターフェイスも自動的に使いやすい画面
に変更されます。

モードに合わせて自動でインターフェイスを変更

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：受信のみ。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊1

10 11LAVIE HS 検 索※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



音楽や映像を
心ゆくまで楽しみたい

NS850/CAB

15.6型ワイド

※HDD内のフラッシュメモリをキャッシュメモリとして利用することで、2回目以降のOSやアプリ
の起動を高速化します。　＊1：マイ チョイスボタンに3つのアプリ（デスクトップ版Internet 
Explorer11、Word 2013、Excel 2013）を登録。マイ チョイスボタンを押してOSを起動し登録した
アプリの起動（表示）が完了するまでの時間を5回測定した平均値（NS750/CAシリーズ 約32.8秒、
NS750/CAシリーズのSSHDを約1TBのHDDに変更したモデル 約58.4秒。測定結果は環境により
異なる場合があります）。

スマートフォンなど、NFC対応機器をPCにかざすだけで
接続・通信したり、ホームネットワーク経由で写真や動画を
共有したり＊1、NFCタグをかざして登録したアプリを起動
するなど便利に使えます。
※NS850/CABのみ。　＊1：LAVIEフォト、LAVIEフォト モバイルを使用。P.23「LAVIEフォト」を
あわせてご覧ください。

※NS850/CABのみ。

かざすだけで簡単に機器と通信できるNFC

顔認証でのログインなど
便利に活用できる3Dカメラ

大容量ストレージと、OSやアプリの高速動作を実現しま
した。アプリ起動時間を約1.7倍＊1高速化します。

ハイブリッドドライブシステム（SSHD）

指紋がつきにくく、ふき取りやすい加工と抗菌処理を施
した、きれいで清潔なパームレストを採用。いつでも気持
ちよく快適に作業できます。

清潔な防指紋＆抗菌パームレスト

迫力の2.1ch YAMAHAサウンドシステム

快適なフローティングキーボード

＊1：水滴が内部に入ることを遅らせ、シャットダウンする時間を確保できます。防水を保証するも
のではありません。水がこぼれた場合、点検と修理（有償）が必要になります。

高音質スピーカと、PC向けに最適化した音質調整と音響効果
で臨場感あふれる音を楽しめます。さらにウーファも搭載。
YST（ヤマハアクティブサーボテクノロジー）方式とあわせ、
迫力の低音を再現します。
YAMAHAサウンドシステムについて詳しくは ▶ P.25

透明なキーの天面だけに印刷を施し、キーが浮かび上がる
印象のフローティングキーボード。文字が見やすく入力しやすい
デザインです。飲み物などがこぼれた時に備える防滴構造＊1

も採用しました。

フルHDの4倍の超高解像度で緻密な映像の4K IGZO
液晶（防指紋コーティング・タッチパネル）＊1や、明るく色鮮
やかな映像のスーパーシャインビュー LED-EX2液晶（フル
HD・タッチパネル）＊2で、高画質コンテンツをリアルな臨場
感で楽しめます。また、広い視野角のIPS方式採用で、斜めの
角度からも美しく見られます。

※IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。　＊1：NS850/CABのみ。
＊2：NS750/CAシリーズのみ。

見やすく美しい映像の高画質液晶

高画質ディスプレイについて詳しくは ▶ P.25

抗菌パームレストについてのご注意は ▶ P.46

奥行きが認識できる3Dカメラをディスプレイ上部に搭載。
「Windows Hello」機能で、顔認証だけでWindows 10に
ログインできます。また、対応アプリを使ってジェスチャー
操作で楽器演奏などを楽しんだり、テレビ電話での背景の
差し替えなどを行えます。
※NS850/CABのみ。

＊1：NS850/CABは一部デザインが異なります。

型名

Windows 10 Home
第6世代

Core™ i7-6500U
2.50GHz/
最大3.10GHz

タッチパネル 15.6型ワイド
高輝度・高色純度・

広視野角（IPS）（Ultra HD 4K）

タッチパネル 15.6型ワイド
高色純度・広視野角（IPS）（フルHD）

8GB
（4GB×2）

8GB
（8GB×1）

約1TB 
（SSHD＊1）

HD解像度対応
92万画素

3D フルHD
解像度対応
200万画素

ディスプレイ メモリ HDD Webカメラ 無線通信機能

NS850/CAB

NS750/CAシリーズ

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth® 4.0

基本OS CPU

第6世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー8GBメモリ
搭載で快適な高速処理を実現します。

最新CPUと大容量メモリ搭載の高性能

NS850/CAB
NS750/CAシリーズ

BDXLTM
タッチパネル搭載IPS

（               ）

＊1：NAND型フラッシュメモリをハードディスクに内蔵。キャッシュメモリとして使用するためお客様がデータを保存したりアプリをインストールするなどの使用はできません。

NS750/CAG
クリスタルゴールド

NS850/CAB＊1
NS750/CAB
クリスタルブラック

NS750/CAW
クリスタルホワイト

NS750/CAR
クリスタルレッド

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：受信のみ。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊1

12 13LAVIE NS 検 索※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



音楽や映像を
心ゆくまで楽しみたい

NS850/CAB

15.6型ワイド

※HDD内のフラッシュメモリをキャッシュメモリとして利用することで、2回目以降のOSやアプリ
の起動を高速化します。　＊1：マイ チョイスボタンに3つのアプリ（デスクトップ版Internet 
Explorer11、Word 2013、Excel 2013）を登録。マイ チョイスボタンを押してOSを起動し登録した
アプリの起動（表示）が完了するまでの時間を5回測定した平均値（NS750/CAシリーズ 約32.8秒、
NS750/CAシリーズのSSHDを約1TBのHDDに変更したモデル 約58.4秒。測定結果は環境により
異なる場合があります）。

スマートフォンなど、NFC対応機器をPCにかざすだけで
接続・通信したり、ホームネットワーク経由で写真や動画を
共有したり＊1、NFCタグをかざして登録したアプリを起動
するなど便利に使えます。
※NS850/CABのみ。　＊1：LAVIEフォト、LAVIEフォト モバイルを使用。P.23「LAVIEフォト」を
あわせてご覧ください。

※NS850/CABのみ。

かざすだけで簡単に機器と通信できるNFC

顔認証でのログインなど
便利に活用できる3Dカメラ

大容量ストレージと、OSやアプリの高速動作を実現しま
した。アプリ起動時間を約1.7倍＊1高速化します。

ハイブリッドドライブシステム（SSHD）

指紋がつきにくく、ふき取りやすい加工と抗菌処理を施
した、きれいで清潔なパームレストを採用。いつでも気持
ちよく快適に作業できます。

清潔な防指紋＆抗菌パームレスト

迫力の2.1ch YAMAHAサウンドシステム

快適なフローティングキーボード

＊1：水滴が内部に入ることを遅らせ、シャットダウンする時間を確保できます。防水を保証するも
のではありません。水がこぼれた場合、点検と修理（有償）が必要になります。

高音質スピーカと、PC向けに最適化した音質調整と音響効果
で臨場感あふれる音を楽しめます。さらにウーファも搭載。
YST（ヤマハアクティブサーボテクノロジー）方式とあわせ、
迫力の低音を再現します。
YAMAHAサウンドシステムについて詳しくは ▶ P.25

透明なキーの天面だけに印刷を施し、キーが浮かび上がる
印象のフローティングキーボード。文字が見やすく入力しやすい
デザインです。飲み物などがこぼれた時に備える防滴構造＊1

も採用しました。

フルHDの4倍の超高解像度で緻密な映像の4K IGZO
液晶（防指紋コーティング・タッチパネル）＊1や、明るく色鮮
やかな映像のスーパーシャインビュー LED-EX2液晶（フル
HD・タッチパネル）＊2で、高画質コンテンツをリアルな臨場
感で楽しめます。また、広い視野角のIPS方式採用で、斜めの
角度からも美しく見られます。

※IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。　＊1：NS850/CABのみ。
＊2：NS750/CAシリーズのみ。

見やすく美しい映像の高画質液晶

高画質ディスプレイについて詳しくは ▶ P.25

抗菌パームレストについてのご注意は ▶ P.46

奥行きが認識できる3Dカメラをディスプレイ上部に搭載。
「Windows Hello」機能で、顔認証だけでWindows 10に
ログインできます。また、対応アプリを使ってジェスチャー
操作で楽器演奏などを楽しんだり、テレビ電話での背景の
差し替えなどを行えます。
※NS850/CABのみ。

＊1：NS850/CABは一部デザインが異なります。

型名

Windows 10 Home

第6世代
Core™ i7-6500U
2.50GHz/
最大3.10GHz

タッチパネル 15.6型ワイド
高輝度・高色純度・

広視野角（IPS）（Ultra HD 4K）

タッチパネル 15.6型ワイド
高色純度・広視野角（IPS）（フルHD）

8GB
（4GB×2）

8GB
（8GB×1）

約1TB 
（SSHD＊1）

HD解像度対応
92万画素

3D フルHD
解像度対応
200万画素

ディスプレイ メモリ HDD Webカメラ 無線通信機能

NS850/CAB

NS750/CAシリーズ

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth® 4.0

基本OS CPU

第6世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー8GBメモリ
搭載で快適な高速処理を実現します。

最新CPUと大容量メモリ搭載の高性能

NS850/CAB
NS750/CAシリーズ

BDXLTM
タッチパネル搭載IPS

（               ）

＊1：NAND型フラッシュメモリをハードディスクに内蔵。キャッシュメモリとして使用するためお客様がデータを保存したりアプリをインストールするなどの使用はできません。

NS750/CAG
クリスタルゴールド

NS850/CAB＊1
NS750/CAB
クリスタルブラック

NS750/CAW
クリスタルホワイト

NS750/CAR
クリスタルレッド

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：受信のみ。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊1

12 13LAVIE NS 検 索※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



NS700/CAB
NS550/CAB
NS350/CAB
クリスタルブラック

NS700/CAW
NS550/CAW
NS350/CAW
クリスタルホワイト

NS700/CAR
NS550/CAR
NS350/CAR
クリスタルレッド

NS150/CAB
スターリーブラック

NS150/CAW
エクストラホワイト

NS150/CAR
ルミナスレッド

NS100/C2W
NS100/C1W
ホワイト

デザインにも
性能にもこだわりたい

ネットやメールをもっと
気軽に、もっと簡単に

NS700/CAR

NS100/C2W

※NS700/CAシリーズ、NS550/CAシリーズのみ。

フルHDの高解像度で高精細なフルハイビジョン映像の美しさ
を忠実に再現します。広い視野角のIPS方式採用で、斜めの角度
からも美しく見られます。

美しく見やすい高精細・広視野角液晶

＊1：NS150/CAシリーズ、NS100/Cシリーズを除く。水滴が内部に入ることを遅らせ、シャットダウンする時間
を確保できます。防水を保証するものではありません。水がこぼれた場合、点検と修理（有償）が必要になります。

快適に入力できるアイソレーションキーボードに、飲み物などが
こぼれた時に備える防滴構造＊1を採用しました。

快適に使えるキーボード

＊1：初回セットアップ後に表示される「おすすめ
設定」から、「LAVIEアプリナビ」をインストールす
る必要があります。
※NS100/Cシリーズを除く。

登録したアプリをすぐに起動できる「マイ チョイス」ボタン、
LAVIEアプリナビ＊1を起動して目的に合ったアプリを探せる「ソ
フト」ボタンを搭載しています。

便利なワンタッチスタートボタン

※NS700/CAシリーズのみ。

第6世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 8GBメモリ搭載
で快適な高速処理を実現します。

最新CPUと大容量メモリ搭載の高性能

※NS100/Cシリーズを除く。

音質調整と音響効果で臨場感あふれる音でAV鑑賞を楽しめます。
高音質で楽しめるヤマハ AudioEngine™

AudioEngine™について詳しくは ▶ P.25

15.6型ワイド

NS700/CAシリーズ

NS550/CAシリーズ

NS350/CAシリーズ

NS100/C2W
NS100/C1W

スリムにこだわったスタンダードノート

NS150/CAB

NS150/CAシリーズ

型名

Windows 10 Home

第6世代
Core™ i7-6500U

（2.50GHz/最大3.10GHz）

Celeron® 3215U
（1.70GHz）

15.6型ワイド
広視野角（IPS）
(フルHD)

15.6型ワイド
(HD)

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）

約1TB

約500GB

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチドライブ

ディスプレイ メモリ HDD

HD解像度
対応

92万画素

WebカメラBD/DVD/CDドライブ 無線通信機能

NS700/CAシリーズ

NS350/CAシリーズ

NS550/CAシリーズ

NS150/CAシリーズ

NS100/C1W

NS100/C2W

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth® 4.0

基本OS CPU

第6世代
Core™ i5-6200U

（2.30GHz/最大2.80GHz）
第6世代

Core™ i3-6100U
（2.30GHz）

BDXLTM

IPS

IPS

（             ）
NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：NS100/Cシリーズを除く。　＊2：NS150/CAシリーズ、NS100/Cシリーズを除く。　＊3：受信のみ。　＊4：NS700/CAシリーズのみ。　＊5：NS700/CAシリーズ、NS550/CAシリーズのみ。　＊6：AudioEngine™機能のみ
搭載（NS100/Cシリーズを除く）。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊1
＊3

＊1＊1 6＊4＊2＊ ＊5

14 15LAVIE NS 検 索※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用・体験できるアプリは国やデバイスにより異なります。



NS700/CAB
NS550/CAB
NS350/CAB
クリスタルブラック

NS700/CAW
NS550/CAW
NS350/CAW
クリスタルホワイト

NS700/CAR
NS550/CAR
NS350/CAR
クリスタルレッド

NS150/CAB
スターリーブラック

NS150/CAW
エクストラホワイト

NS150/CAR
ルミナスレッド

NS100/C2W
NS100/C1W
ホワイト

デザインにも
性能にもこだわりたい

ネットやメールをもっと
気軽に、もっと簡単に

NS700/CAR

NS100/C2W

※NS700/CAシリーズ、NS550/CAシリーズのみ。

フルHDの高解像度で高精細なフルハイビジョン映像の美しさ
を忠実に再現します。広い視野角のIPS方式採用で、斜めの角度
からも美しく見られます。

美しく見やすい高精細・広視野角液晶

＊1：NS150/CAシリーズ、NS100/Cシリーズを除く。水滴が内部に入ることを遅らせ、シャットダウンする時間
を確保できます。防水を保証するものではありません。水がこぼれた場合、点検と修理（有償）が必要になります。

快適に入力できるアイソレーションキーボードに、飲み物などが
こぼれた時に備える防滴構造＊1を採用しました。

快適に使えるキーボード

＊1：初回セットアップ後に表示される「おすすめ
設定」から、「LAVIEアプリナビ」をインストールす
る必要があります。
※NS100/Cシリーズを除く。

登録したアプリをすぐに起動できる「マイ チョイス」ボタン、
LAVIEアプリナビ＊1を起動して目的に合ったアプリを探せる「ソ
フト」ボタンを搭載しています。

便利なワンタッチスタートボタン

※NS700/CAシリーズのみ。

第6世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 8GBメモリ搭載
で快適な高速処理を実現します。

最新CPUと大容量メモリ搭載の高性能

※NS100/Cシリーズを除く。

音質調整と音響効果で臨場感あふれる音でAV鑑賞を楽しめます。

高音質で楽しめるヤマハ AudioEngine™

AudioEngine™について詳しくは ▶ P.25

15.6型ワイド

NS700/CAシリーズ

NS550/CAシリーズ

NS350/CAシリーズ

NS100/C2W
NS100/C1W

スリムにこだわったスタンダードノート

NS150/CAB

NS150/CAシリーズ

型名

Windows 10 Home

第6世代
Core™ i7-6500U

（2.50GHz/最大3.10GHz）

Celeron® 3215U
（1.70GHz）

15.6型ワイド
広視野角（IPS）
(フルHD)

15.6型ワイド
(HD)

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）

約1TB

約500GB

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチドライブ

ディスプレイ メモリ HDD

HD解像度
対応

92万画素

WebカメラBD/DVD/CDドライブ 無線通信機能

NS700/CAシリーズ

NS350/CAシリーズ

NS550/CAシリーズ

NS150/CAシリーズ

NS100/C1W

NS100/C2W

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth® 4.0

基本OS CPU

第6世代
Core™ i5-6200U

（2.30GHz/最大2.80GHz）

第6世代
Core™ i3-6100U
（2.30GHz）

BDXLTM

IPS

IPS

（             ）
NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：NS100/Cシリーズを除く。　＊2：NS150/CAシリーズ、NS100/Cシリーズを除く。　＊3：受信のみ。　＊4：NS700/CAシリーズのみ。　＊5：NS700/CAシリーズ、NS550/CAシリーズのみ。　＊6：AudioEngine™機能のみ
搭載（NS100/Cシリーズを除く）。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊1
＊3

＊1＊1 ＊2 ＊4 ＊6＊5

14 15LAVIE NS 検 索※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用・体験できるアプリは国やデバイスにより異なります。
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DA970/CAB
DA770/CAシリーズ

テレビや映像を
心ゆくまで楽しみたい

PCもお部屋を飾る
インテリアのひとつに

×4

×2

BDXLTM

25cmスイベル左右各20° チルト後ろ0°～15°

※DA350/CAWを除く。

※DA970/CAB、DA770/CAシリーズのみ。全ての機器と接続できることを保証するものではありません。

キーボードは本体の下に収まり、すっきり設置できます。
画面可動角と台座奥行き（DA970/CAB、DA770/CAシリーズ）

地上・BS・110度CSデジタル3波対応TVチューナと高機能の
TVアプリでテレビ番組をもっと便利に自由に楽しめます。
＊1：DA970/CABのみ4チューナ搭載。DA770/CAシリーズはダブルチューナ、DA570/CAB、
DA370/CAシリーズはシングルチューナ搭載。　※DA350/CAWはテレビ機能なしのモデルとなります。

4番組同時録画＊1など多彩なテレビ機能 美しく設置しやすい省スペースフォトフレーム設計

テレビ機能について詳しくは ▶ P.18

高音質スピーカと、PC向けに最適化した音質調整と音響効果で
臨場感あふれる音を楽しめます。さらにDA970/CAB、DA770/
CAシリーズはウーファとYST（ヤマハアクティブサーボテクノ
ロジー）方式で迫力の低音を再現します。

迫力のYAMAHAサウンドシステム

YAMAHAサウンドシステムについて詳しくは ▶ P.25

他の機器とつなげて楽しめる
HDMI入力端子/出力端子搭載

※DA970/CABのみ。

「Windows Hello」機能に対応し、顔認証
だけでWindows 10にログインできます。
また、対応アプリを使ってジェスチャー操作
で楽器演奏なども楽しめます。

顔認証でのログインなど便利に活用できる3Dカメラ

添付のTVリモコン裏面のパッドで、
タッチ操作できます。

タッチパッドリモコンで快適操作

DA570/CAB
DA370/CAシリーズ
DA350/CAW

＊1：DA570/CABはタッチパネル搭載モデルとなり、液晶のデザインが異なります。

BDXLTM
タッチパネル搭載

IPS

IPS

DA770/CAR

DA570/CAB

23.8型ワイド 21.5型ワイド

型名 基本OS

Windows 10 Home

第5世代
Core™ i7-5557U

（3.10GHz/最大3.40GHz）

第5世代
Core™ i7-5500U

（2.40GHz/最大3GHz）

 Celeron® 3215U
（1.70GHz）

第5世代
Core™ i5-5200U

（2.20GHz/最大2.70GHz）

23.8型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

タッチパネル 21.5型ワイド
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

 21.5型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）

約4TB

約3TB

約1TB

HD解像度対応
92万画素

3D
フルHD解像度対応
200万画素

CPU ディスプレイ メモリ HDD Webカメラ TVBD/DVD/CDドライブ 無線通信機能

DA970/CAB

DA570/CAB

DA770/CAシリーズ

DA350/CAW

DA370/CAシリーズ

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

3波対応
4チューナ

3波対応
ダブル
チューナ

3波対応
シングル
チューナ

-

DVD
スーパーマルチ
ドライブ

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth® 4.0
（             ）

DA970/CAB
DA770/CAB
ファインブラック

DA770/CAR
クランベリーレッド

DA770/CAW
ファインホワイト

作

DA570/CAB＊1
DA370/CAB
ファインブラック

DA370/CAR
クランベリーレッド

DA370/CAW
DA350/CAW
ファインホワイト

スイベル左右各20°

キーボードは本体の下に収

チ

収ま
/C

25cm

置できます。
リーズ）

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：DA370/CAシリーズ、DA350/CAWを除く。　＊2：DA350/CAWは受信のみ。　＊3：DA970/CAB、DA770/CAシリーズのみ。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊2 3＊1＊

検 索16 17
※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 LAVIE DA
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DA970/CAB
DA770/CAシリーズ

テレビや映像を
心ゆくまで楽しみたい

PCもお部屋を飾る
インテリアのひとつに

×4

×2

BDXLTM

25cmスイベル左右各20° チルト後ろ0°～15°

※DA350/CAWを除く。

※DA970/CAB、DA770/CAシリーズのみ。全ての機器と接続できることを保証するものではありません。

キーボードは本体の下に収まり、すっきり設置できます。
画面可動角と台座奥行き（DA970/CAB、DA770/CAシリーズ）

地上・BS・110度CSデジタル3波対応TVチューナと高機能の
TVアプリでテレビ番組をもっと便利に自由に楽しめます。
＊1：DA970/CABのみ4チューナ搭載。DA770/CAシリーズはダブルチューナ、DA570/CAB、
DA370/CAシリーズはシングルチューナ搭載。　※DA350/CAWはテレビ機能なしのモデルとなります。

4番組同時録画＊1など多彩なテレビ機能 美しく設置しやすい省スペースフォトフレーム設計

テレビ機能について詳しくは ▶ P.18

高音質スピーカと、PC向けに最適化した音質調整と音響効果で
臨場感あふれる音を楽しめます。さらにDA970/CAB、DA770/
CAシリーズはウーファとYST（ヤマハアクティブサーボテクノ
ロジー）方式で迫力の低音を再現します。

迫力のYAMAHAサウンドシステム

YAMAHAサウンドシステムについて詳しくは ▶ P.25

他の機器とつなげて楽しめる
HDMI入力端子/出力端子搭載

※DA970/CABのみ。

「Windows Hello」機能に対応し、顔認証
だけでWindows 10にログインできます。
また、対応アプリを使ってジェスチャー操作
で楽器演奏なども楽しめます。

顔認証でのログインなど便利に活用できる3Dカメラ

添付のTVリモコン裏面のパッドで、
タッチ操作できます。

タッチパッドリモコンで快適操作

DA570/CAB
DA370/CAシリーズ

DA350/CAW
＊1：DA570/CABはタッチパネル搭載モデルとなり、液晶のデザインが異なります。

BDXLTM
タッチパネル搭載

IPS

IPS

DA770/CAR

DA570/CAB

23.8型ワイド 21.5型ワイド

型名 基本OS

Windows 10 Home

第5世代
Core™ i7-5557U

（3.10GHz/最大3.40GHz）

第5世代
Core™ i7-5500U

（2.40GHz/最大3GHz）

 Celeron® 3215U
（1.70GHz）

第5世代
Core™ i5-5200U

（2.20GHz/最大2.70GHz）

23.8型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

タッチパネル 21.5型ワイド
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

 21.5型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）

約4TB

約3TB

約1TB

HD解像度対応
92万画素

3D
フルHD解像度対応
200万画素

CPU ディスプレイ メモリ HDD Webカメラ TVBD/DVD/CDドライブ 無線通信機能

DA970/CAB

DA570/CAB

DA770/CAシリーズ

DA350/CAW

DA370/CAシリーズ

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

3波対応
4チューナ

3波対応
ダブル
チューナ

3波対応
シングル
チューナ

-

DVD
スーパーマルチ
ドライブ

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth® 4.0
（             ）

DA970/CAB
DA770/CAB
ファインブラック

DA770/CAR
クランベリーレッド

DA770/CAW
ファインホワイト

作

DA570/CAB＊1
DA370/CAB
ファインブラック

DA370/CAR
クランベリーレッド

DA370/CAW
DA350/CAW
ファインホワイト

スイベル左右各20°

キーボードは本体の下に収

チ

収ま
/C

25cm

置できます。
リーズ）

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：DA370/CAシリーズ、DA350/CAWを除く。　＊2：DA350/CAWは受信のみ。　＊3：DA970/CAB、DA770/CAシリーズのみ。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊2＊1 ＊3

検 索16 17
※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 LAVIE DA



23.8型ワイド 21.5型ワイド

テレビ  放送を
 簡単・便利  に楽しめる。
使いやすく、さまざ    まな便利機能搭載の
   テレビアプリ   「 Smar t V i s i on」

18 19

常時電源をオンにしておく必要がないので節電になります。
電源オフからの予約録画に対応

※DA350/CAWは
テレビ機能を搭載していません。

「おはようマイチャンネル」を利用すれば、テレビをつけた時、視聴履歴
からその時間帯によく見るチャンネルに自動で切り替えて表示します＊1。
例えば毎朝いつものニュースチャンネルがすぐ見られて便利です。
また、「見たいとこ再生」＊2で、録画番組の視聴時に番組本編だけを
続けて再生できます。
＊1：視聴履歴を分析するため、機能が利用できるようになるまで数日程度お待ちいただく場合があります。
＊2：出荷時はオフに設定されています。録画の際に本編と本編以外を検出し自動作成するチャプター情報を使って、
本編部分を再生する機能です。番組によっては、本編部分だけを正しく再生できない場合があります。

テレビを快適に楽しむ
最大で4番組同時録画に対応＊1。フルハイビジョン解像度のまま最大
約16倍の長時間録画が可能です＊2。
＊1：DA970/CABのみ。DA770/CAシリーズは２番組同時録画に対応。　＊2：BS･110度CSデジタル放送の
「ダイレクトモード」との録画時間比。DA570/CAB、DA370/CAシリーズは最大約10倍（ハイビジョン解像度）と
なります。　※録画時間、保存時間、ビットレート、解像度などは機種、放送データ、録画モードにより異なります。
詳しくはP.37のTV仕様をご覧ください。

ハイビジョン長時間録画

市販の外付けハードディスクを増設すればさらに録画できます。
※動作確認済み機器情報につきましては、http://121ware.com/catalog/taioukiki/ をご覧ください。　※録画
可能なめやす時間については、P.37のTV仕様「ハードディスクへの録画時間」をご覧ください。　※外付けハード
ディスクに録画した番組は、録画時に使用したパソコン上でのみ再生可能です。　※録画可能番組数は約10,000件
（DA970/CABは約40,000件）となります。

外付けハードディスク録画

DA970/CABは、4チューナをフル活用した「おまかせタフ録り」を
搭載。これから放送される番組の、あなたへの「おすすめ度」を計算して
一定以上の点数の番組を自動録画します。
DA770/CAシリーズ、DA570/CAB、DA370/CAシリーズは、「お
まかせ録画/新番組おまかせ録画」を搭載。キーワードなどの録画条件
を設定するだけで、番組を選んで録画します。また、新番組の自動録
画にも対応しています。連続ドラマなどのシリーズものの番組は予約
時に一度設定すれば以降は自動的に録画します。

※録画の際に本編と本編以外を検出し自動作成するチャプター情報を使って、本編部分を抽出する機能です。
番組によっては、本編部分だけを正しく自動抽出できない場合があります。　※別途インターネット経由でアップ
デートを行うことで、CPRMの著作権保護に対応することができます。　＊1：CPRM方式に対応していない
DVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。

＊1：保存可能な番組の時間のめやすは、BD-R（１層）に対し、DA970/CAB、DA770/CAシリーズで最大約41時間と
なります。　※P.38の「BD/DVD/CDの読込み／書込みについて」をあわせてご覧ください。

多彩な録画機能

録画番組の本編を自動抽出する機能で、抽出した本編のみを保存
することができます。カット編集した番組は、ハードディスクに保存し
たりブルーレイディスクやDVD＊1に保存できます。カット編集後の
ファイルだけを残せるのでハードディスク容量の節約にもなります。

番組簡易編集

録りためた連続ドラマなどをまとめて一覧表示できます。また、まとめ
て表示された番組を選択し、ディスクに保存する画質を「1ディスク
ダビング」に設定することで、連続ドラマを1枚のディスク容量におさ
まる画質に自動調節して保存できます＊1。

まとめて表示・ダビング

ライブ視聴時に、テレビ放送画面の横に番組についてのツイートを
表示して、同じ番組を見ている人たちのツイートをリアルタイムで見
られます。録画番組視聴時でも放送時のツイートを再現できます。ま
た、「つぶやきメーター」でどの番組が盛り上がっているかがひと目で
わかります。友人がTwitterのDM（ダイレクトメッセージ）で送って
きたおすすめ番組も一覧表示でき、手軽に録画予約ができます。

※別途Twitterのアカウントを取得する必要があります。※記載の機能はTwitter機能を利用して実現しているため、
Twitter側の仕様変更があった場合、機能が使えなくなったり、使いにくくなる可能性があります。

つぶやきプラス

多彩なテレビ機能［見る］ 多彩なテレビ機能［録る］ 多彩なテレビ機能［残す］

＊1：スマートフォン、タブレットで「外でもVIDEO」をご利用になるには、再生アプリ（DTCP-IPおよびDLNA対応）
（有償）が必要です（LAVIE Tab Wでは、プリインストールされた「SmartVision/PLAYER」で再生が可能です）。
初回ご利用時に、インターネット接続環境が必要です。
※動作確認済み機器につきましては、http://121ware.com/catalog/taioukiki/をご覧ください。

ホームネットワーク環境を利用して、ワイヤレスでTVパソコンの
録画番組をスマートフォン、タブレット＊1やHZシリーズ、HSシリーズ
に転送して楽しめます。

外でもVIDEO

※別途Twitterのアカウントを取得する必要があります。　※初期設定はオフになっています。ご利用になるには、
ツイート／ DM確認時刻を設定する必要があります。　※他の録画予約の時刻と重なった場合など、Twitterのリ
モート録画予約が行われない場合があります。　※記載の機能はTwitter機能を利用して実現しているため、
Twitter側の仕様変更があった場合、機能が使えなくなったり、使いにくくなる可能性があります。

TwitterのDM（ダイレクトメッセージ）で 「番組名」と送ると、
番組表から検索して録画予約できます。

Twit ter録画予約

※スマートフォン、タブレットをパソコンと同じホームネットワークに接続する必要があります。　※本アプリの配布は
予告なく終了する場合があります。　※動作確認済み機器につきましては、http://121ware.com/catalog/
taioukiki/をご覧ください。

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Smartリモコン」をイン
ストールするだけで、TVリモコンとして使えます。

Smartリモコン

多彩なテレビ機能［つながる］

各機能について詳しくはこちらをご覧ください。

▶ http://121ware.com/catalog/homenet/

スマートフォンでテレビ操作

編集前
カット編集

編集後

検 索LAVIE DA※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



23.8型ワイド 21.5型ワイド

テレビ  放送を
 簡単・便利  に楽しめる。
使いやすく、さまざ    まな便利機能搭載の

   テレビアプリ   「 Smar t V i s i on」
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常時電源をオンにしておく必要がないので節電になります。
電源オフからの予約録画に対応

※DA350/CAWは
テレビ機能を搭載していません。

「おはようマイチャンネル」を利用すれば、テレビをつけた時、視聴履歴
からその時間帯によく見るチャンネルに自動で切り替えて表示します＊1。
例えば毎朝いつものニュースチャンネルがすぐ見られて便利です。
また、「見たいとこ再生」＊2で、録画番組の視聴時に番組本編だけを
続けて再生できます。
＊1：視聴履歴を分析するため、機能が利用できるようになるまで数日程度お待ちいただく場合があります。
＊2：出荷時はオフに設定されています。録画の際に本編と本編以外を検出し自動作成するチャプター情報を使って、
本編部分を再生する機能です。番組によっては、本編部分だけを正しく再生できない場合があります。

テレビを快適に楽しむ
最大で4番組同時録画に対応＊1。フルハイビジョン解像度のまま最大
約16倍の長時間録画が可能です＊2。
＊1：DA970/CABのみ。DA770/CAシリーズは２番組同時録画に対応。　＊2：BS･110度CSデジタル放送の
「ダイレクトモード」との録画時間比。DA570/CAB、DA370/CAシリーズは最大約10倍（ハイビジョン解像度）と
なります。　※録画時間、保存時間、ビットレート、解像度などは機種、放送データ、録画モードにより異なります。
詳しくはP.37のTV仕様をご覧ください。

ハイビジョン長時間録画

市販の外付けハードディスクを増設すればさらに録画できます。
※動作確認済み機器情報につきましては、http://121ware.com/catalog/taioukiki/ をご覧ください。　※録画
可能なめやす時間については、P.37のTV仕様「ハードディスクへの録画時間」をご覧ください。　※外付けハード
ディスクに録画した番組は、録画時に使用したパソコン上でのみ再生可能です。　※録画可能番組数は約10,000件
（DA970/CABは約40,000件）となります。

外付けハードディスク録画

DA970/CABは、4チューナをフル活用した「おまかせタフ録り」を
搭載。これから放送される番組の、あなたへの「おすすめ度」を計算して
一定以上の点数の番組を自動録画します。
DA770/CAシリーズ、DA570/CAB、DA370/CAシリーズは、「お
まかせ録画/新番組おまかせ録画」を搭載。キーワードなどの録画条件
を設定するだけで、番組を選んで録画します。また、新番組の自動録
画にも対応しています。連続ドラマなどのシリーズものの番組は予約
時に一度設定すれば以降は自動的に録画します。

※録画の際に本編と本編以外を検出し自動作成するチャプター情報を使って、本編部分を抽出する機能です。
番組によっては、本編部分だけを正しく自動抽出できない場合があります。　※別途インターネット経由でアップ
デートを行うことで、CPRMの著作権保護に対応することができます。　＊1：CPRM方式に対応していない
DVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。

＊1：保存可能な番組の時間のめやすは、BD-R（１層）に対し、DA970/CAB、DA770/CAシリーズで最大約41時間と
なります。　※P.38の「BD/DVD/CDの読込み／書込みについて」をあわせてご覧ください。

多彩な録画機能

録画番組の本編を自動抽出する機能で、抽出した本編のみを保存
することができます。カット編集した番組は、ハードディスクに保存し
たりブルーレイディスクやDVD＊1に保存できます。カット編集後の
ファイルだけを残せるのでハードディスク容量の節約にもなります。

番組簡易編集

録りためた連続ドラマなどをまとめて一覧表示できます。また、まとめ
て表示された番組を選択し、ディスクに保存する画質を「1ディスク
ダビング」に設定することで、連続ドラマを1枚のディスク容量におさ
まる画質に自動調節して保存できます＊1。

まとめて表示・ダビング

ライブ視聴時に、テレビ放送画面の横に番組についてのツイートを
表示して、同じ番組を見ている人たちのツイートをリアルタイムで見
られます。録画番組視聴時でも放送時のツイートを再現できます。ま
た、「つぶやきメーター」でどの番組が盛り上がっているかがひと目で
わかります。友人がTwitterのDM（ダイレクトメッセージ）で送って
きたおすすめ番組も一覧表示でき、手軽に録画予約ができます。

※別途Twitterのアカウントを取得する必要があります。※記載の機能はTwitter機能を利用して実現しているため、
Twitter側の仕様変更があった場合、機能が使えなくなったり、使いにくくなる可能性があります。

つぶやきプラス

多彩なテレビ機能［見る］ 多彩なテレビ機能［録る］ 多彩なテレビ機能［残す］

＊1：スマートフォン、タブレットで「外でもVIDEO」をご利用になるには、再生アプリ（DTCP-IPおよびDLNA対応）
（有償）が必要です（LAVIE Tab Wでは、プリインストールされた「SmartVision/PLAYER」で再生が可能です）。
初回ご利用時に、インターネット接続環境が必要です。
※動作確認済み機器につきましては、http://121ware.com/catalog/taioukiki/をご覧ください。

ホームネットワーク環境を利用して、ワイヤレスでTVパソコンの
録画番組をスマートフォン、タブレット＊1やHZシリーズ、HSシリーズ
に転送して楽しめます。

外でもVIDEO

※別途Twitterのアカウントを取得する必要があります。　※初期設定はオフになっています。ご利用になるには、
ツイート／ DM確認時刻を設定する必要があります。　※他の録画予約の時刻と重なった場合など、Twitterのリ
モート録画予約が行われない場合があります。　※記載の機能はTwitter機能を利用して実現しているため、
Twitter側の仕様変更があった場合、機能が使えなくなったり、使いにくくなる可能性があります。

TwitterのDM（ダイレクトメッセージ）で“録画「番組名」”と送ると、
番組表から検索して録画予約できます。

Twit ter録画予約

※スマートフォン、タブレットをパソコンと同じホームネットワークに接続する必要があります。　※本アプリの配布は
予告なく終了する場合があります。　※動作確認済み機器につきましては、http://121ware.com/catalog/
taioukiki/をご覧ください。

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Smartリモコン」をイン
ストールするだけで、TVリモコンとして使えます。

Smartリモコン

多彩なテレビ機能［つながる］

各機能について詳しくはこちらをご覧ください。

▶ http://121ware.com/catalog/homenet/

スマートフォンでテレビ操作

編集前

カット編集

編集後

検 索LAVIE DA※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



充実した基本性能のスタンダードモデル

■ Windows 10搭載
■ 19.5型ワイド LED IPS液晶（ノングレア）、約1TBハードディスク搭載
■ 第4世代 インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー搭載

DT750/CAW

DT150/CAW

23型ワイド
19.5型ワイド

型名 基本OS

Windows 10 Home

第4世代
Core™ i7-4790（3.60GHz/最大4GHz）

第4世代
Core™ i3-4170（3.70GHz） 4GB（4GB×1）

約3TB

約1TB

CPU
23型ワイド 

高色純度・広視野角（IPS）・ノングレア
（フルHD）
19.5型ワイド 

高色純度・広視野角（IPS）・ノングレア
（HD＋）

ディスプレイ メモリ HDD

ブルーレイディスク
ドライブ（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチドライブ

BD/DVD/CDドライブ

DT750/CAW

DT150/CAW

BDXLTM

インテル® Core™ i7 プロセッサーと8GBメモリで高速処理を実
現。約3TBハードディスクドライブとBDXL™ 対応ブルーレイディ
スクドライブで大容量データにも対応。また、HDMI入力端子でゲー
ム機やAV機器の映像をPCの画面に表示できます＊1。
※DT750/CAWのみ。　＊1：HDMI接続にはHDMIケーブル（別売）が必要です。ディスプレイ表示用の端子のた
め、映像の取り込み用途には使用できません。すべてのHDMI出力機器のご利用を保証するものではありません。

高性能スペックで快適動作
USB 3.0コネクタ×4に加えて、USB 2.0コネクタ×4などを装備。
メモリは空きスロットを2つ＊1確保し、最大32GBまで拡張可能です。
＊1：DT750/CAWの場合。 DT150/CAWは空きスロットを3つ確保しています。　※最大の32GBにするに
は、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（8GB)を4枚実装する必要があります。

高い拡張性

仕事にも趣味にも
思う存分使いこなしたい

IPS

IPS

※機種により、実施する試験内容が異なります。これらの試験内容は開発評価時の特定の環境におけるものです。製品の無事故・無破損を保証するものではありません。

（公財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証
ラベルです。製品の原料採取から廃棄に至るまでのライフサイクルで環境
への負荷が低減できているなど環境配慮に関する認定基準を満たしていま
す。エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13＊5）を満たし
ています。詳しくはこちらをご覧ください。

本製品はグリーン購入法（平成25年2月閣議決定）における「判断の基準」を満たして
います。また、「配慮事項」へも積極的に対応しています。

グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進
するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準
を満たした製品です。詳しくはこちらをご覧ください。

本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」に定める値に対応
しています。また、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、アセトアルデヒドなど7物質
の予測最高到達濃度が、厚生労働省室内濃度指針値のおおむね10％（デスクトップ型PCおよび
ディスプレイは5％）以内に収まるよう取り組んでいます。

環境関連各種法律、ガイドラインに対応

第三者機関の環境関連各種ラベルを取得

省エネ法に対応＊3
省エネ法（目標年度 2011年度）の基準に対応しています。

詳しくはホームページ http://www.necp.co.jp/env/ をご覧ください。
このマークが表示されている
当社製品は当社が無償で
回収・再資源化いたします。

J-Mossグリーンマーク＊4、RoHS指令に対応
電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭
化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示
方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは、
特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。また、
EU（欧州連合）のRoHS指令にも対応しています。

PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値、シックハウス症候群に対応

グリーン購入ガイドライン＊2

グリーン購入法＊1

エコマークに対応＊1

PCグリーンラベルに対応

人体や環境への影響が懸念されている化学物質を基準以下に削減

製品を通じ、お客様とともに地球環境保全に貢献します。

＊1：省エネ基準達成率が200％未満、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は未対応となります。　＊2：DTシリーズに添付のディスプレイF23W4A-T、F20W1Aは未対応。　＊3：省エネ基準達成率につきまして
はP.32-P.35の仕様一覧をご覧ください。　＊4：グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.htmlをご覧ください。   ＊5：DTシリーズに添付のディスプレイF23W4A-TはVer.12に対応。

● 買い取りサービス
使用済みパソコン買い取りについてのお申し込み/ご案内はこちら
http://121ware.com/support/reuse/

● 回収・リサイクル
NECパソコンの回収・リサイクルについてのお申し込み/ご案内はこちら
http://121ware.com/support/recycle/

http://www.gpn.jp/

http://www.pc3r.jp/

NECは最先端の技術と行動で、地球にやさしい製品づくりをめざします。

信頼性試験
ノートパソコンは、室内だけではなく、屋外にも持ち
出します。お客様の様々なシーンでの使用を想定し、
長期間の使用に対する耐久性や堅牢性を、日本に
合った独自の厳しい基準で検証しています。

安全性試験
高いデザイン性と高性能を両立させるためには、熱
設計が重要です。冷却効率を上げるために細部にこ
だわり、熱交換量を増やす設計を目指しています。日
本の使用環境に合った、独自の品質基準で評価し熱
設計の信頼性を検証しています。

耐久性試験
毎日使用されるパソコンは、安心・安全が一番大切で
す。日常の使用で特にくり返し動作する箇所は、数万
回にもおよぶ連続試験を行い、安心してご使用いた
だける品質を実現しています。

装置単体落下試験

加圧試験

ほこり試験

表面温度上昇試験

キーボード耐久試験

コネクタ挿抜試験

日本で育まれた先進の安心技術  ＮＥＣの安心品質

品質保証の取り組み

NECでは、お客様に安心して快適にご利用いただくため、信頼性試験、安全性試験、耐久性試験の徹底した品質検査を実施しています。

●LAVIE（ノート型PC） 本体：第06119004号　●LAVIE（一体型PC） 本体：第07119001号　
●LAVIE（デスクトップ型PC） 本体、添付ディスプレイ：第06119001号　

パソコンからの個人データの漏えいを防げて安心

パソコンの廃棄や譲渡の際、他人にデータが渡らないように
ハードディスク内のデータを消去できます。

ハードディスク消去機能

NECパーソナルコンピュータは
パソコン業界初の
エコ･ファースト企業として
地球環境保全のために
行動しています。

詳しくはホームページ
（http://121ware.com/eco/ecofirst/）をご覧ください。

8GB（4GB×2）

DT750/CAW

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：DT750/CAWのみ。　＊2：受信のみ。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊1
＊2

1＊1＊
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充実した基本性能のスタンダードモデル

■ Windows 10搭載
■ 19.5型ワイド LED IPS液晶（ノングレア）、約1TBハードディスク搭載
■ 第4世代 インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー搭載

DT750/CAW

DT150/CAW

23型ワイド
19.5型ワイド

型名 基本OS

Windows 10 Home

第4世代
Core™ i7-4790（3.60GHz/最大4GHz）

第4世代
Core™ i3-4170（3.70GHz） 4GB（4GB×1）

約3TB

約1TB

CPU
23型ワイド 

高色純度・広視野角（IPS）・ノングレア
（フルHD）

19.5型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）・ノングレア

（HD＋）

ディスプレイ メモリ HDD

ブルーレイディスク
ドライブ（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチドライブ

BD/DVD/CDドライブ

DT750/CAW

DT150/CAW

BDXLTM

インテル® Core™ i7 プロセッサーと8GBメモリで高速処理を実
現。約3TBハードディスクドライブとBDXL™ 対応ブルーレイディ
スクドライブで大容量データにも対応。また、HDMI入力端子でゲー
ム機やAV機器の映像をPCの画面に表示できます＊1。
※DT750/CAWのみ。　＊1：HDMI接続にはHDMIケーブル（別売）が必要です。ディスプレイ表示用の端子のた
め、映像の取り込み用途には使用できません。すべてのHDMI出力機器のご利用を保証するものではありません。

高性能スペックで快適動作
USB 3.0コネクタ×4に加えて、USB 2.0コネクタ×4などを装備。
メモリは空きスロットを2つ＊1確保し、最大32GBまで拡張可能です。
＊1：DT750/CAWの場合。 DT150/CAWは空きスロットを3つ確保しています。　※最大の32GBにするに
は、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（8GB)を4枚実装する必要があります。

高い拡張性

仕事にも趣味にも
思う存分使いこなしたい

IPS

IPS

※機種により、実施する試験内容が異なります。これらの試験内容は開発評価時の特定の環境におけるものです。製品の無事故・無破損を保証するものではありません。

（公財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証
ラベルです。製品の原料採取から廃棄に至るまでのライフサイクルで環境
への負荷が低減できているなど環境配慮に関する認定基準を満たしていま
す。エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13＊5）を満たし
ています。詳しくはこちらをご覧ください。

本製品はグリーン購入法（平成25年2月閣議決定）における「判断の基準」を満たして
います。また、「配慮事項」へも積極的に対応しています。

グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進
するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準
を満たした製品です。詳しくはこちらをご覧ください。

本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」に定める値に対応
しています。また、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、アセトアルデヒドなど7物質
の予測最高到達濃度が、厚生労働省室内濃度指針値のおおむね10％（デスクトップ型PCおよび
ディスプレイは5％）以内に収まるよう取り組んでいます。

環境関連各種法律、ガイドラインに対応

第三者機関の環境関連各種ラベルを取得

省エネ法に対応＊3
省エネ法（目標年度 2011年度）の基準に対応しています。

詳しくはホームページ http://www.necp.co.jp/env/ をご覧ください。
このマークが表示されている
当社製品は当社が無償で
回収・再資源化いたします。

J-Mossグリーンマーク＊4、RoHS指令に対応
電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭
化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示
方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは、
特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。また、
EU（欧州連合）のRoHS指令にも対応しています。

PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値、シックハウス症候群に対応

グリーン購入ガイドライン＊2

グリーン購入法＊1

エコマークに対応＊1

PCグリーンラベルに対応

人体や環境への影響が懸念されている化学物質を基準以下に削減

製品を通じ、お客様とともに地球環境保全に貢献します。

＊1：省エネ基準達成率が200％未満、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は未対応となります。　＊2：DTシリーズに添付のディスプレイF23W4A-T、F20W1Aは未対応。　＊3：省エネ基準達成率につきまして
はP.32-P.35の仕様一覧をご覧ください。　＊4：グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.htmlをご覧ください。   ＊5：DTシリーズに添付のディスプレイF23W4A-TはVer.12に対応。

● 買い取りサービス
使用済みパソコン買い取りについてのお申し込み/ご案内はこちら
http://121ware.com/support/reuse/

● 回収・リサイクル
NECパソコンの回収・リサイクルについてのお申し込み/ご案内はこちら
http://121ware.com/support/recycle/

http://www.gpn.jp/

http://www.pc3r.jp/

NECは最先端の技術と行動で、地球にやさしい製品づくりをめざします。

信頼性試験
ノートパソコンは、室内だけではなく、屋外にも持ち
出します。お客様の様々なシーンでの使用を想定し、
長期間の使用に対する耐久性や堅牢性を、日本に
合った独自の厳しい基準で検証しています。

安全性試験
高いデザイン性と高性能を両立させるためには、熱
設計が重要です。冷却効率を上げるために細部にこ
だわり、熱交換量を増やす設計を目指しています。日
本の使用環境に合った、独自の品質基準で評価し熱
設計の信頼性を検証しています。

耐久性試験
毎日使用されるパソコンは、安心・安全が一番大切で
す。日常の使用で特にくり返し動作する箇所は、数万
回にもおよぶ連続試験を行い、安心してご使用いた
だける品質を実現しています。

装置単体落下試験

加圧試験

ほこり試験

表面温度上昇試験

キーボード耐久試験

コネクタ挿抜試験

日本で育まれた先進の安心技術  ＮＥＣの安心品質

品質保証の取り組み

NECでは、お客様に安心して快適にご利用いただくため、信頼性試験、安全性試験、耐久性試験の徹底した品質検査を実施しています。

●LAVIE（ノート型PC） 本体：第06119004号　●LAVIE（一体型PC） 本体：第07119001号　
●LAVIE（デスクトップ型PC） 本体、添付ディスプレイ：第06119001号　

パソコンからの個人データの漏えいを防げて安心

パソコンの廃棄や譲渡の際、他人にデータが渡らないように
ハードディスク内のデータを消去できます。

ハードディスク消去機能

NECパーソナルコンピュータは
パソコン業界初の
エコ･ファースト企業として
地球環境保全のために
行動しています。

詳しくはホームページ
（http://121ware.com/eco/ecofirst/）をご覧ください。

8GB（4GB×2）

DT750/CAW

NECパソコンでできること　詳しくはP.22-P.25　モデルごとの対応一覧はP.42-P.43をご覧ください。

＊1：DT750/CAWのみ。　＊2：受信のみ。

おまかせ
データ引越し

LAVIE
動画なび

パソコンの
いろは

LAVIE
アプリナビ

ワンタッチ
スタートボタン

LAVIE
アシスト

マカフィー
リブセーフ

LAVIE
フォト

インフォ
ボード

4Kビデオ
編集

LAVIE
ボイス

高度な
写真編集 My Time Line My History 高画質

ディスプレイ
YAMAHA

サウンドシステム
テレビ
連携機能

＊1
＊2

＊1 ＊1

20 21LAVIE DT 検 索 ※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



メールデータ、アドレス帳、ブラウザのお気に入り、マイドキュメント
のファイルや設定を新しいパソコンに簡単に転送できます。

（ファイナルパソコンデータ引越し 11 plus for NEC）

Windows 10の使い方
Windows 10の使い方や、インターネットの使い方などが動画で
わかります。

マウスの動かし方やキーボードを使った文字の入力方法など、
パソコンの基本的な操作方法を学ぶことができます。

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。

おまかせデータ引越し
パソコン買換え時のデータ引越しが簡単！

LAVIE動画なび
パソコンやOfficeの活用の基本が動画でわかる！

パソコンのいろは
新しいパソコンの基本をしっかり学べる！

LAVIEアプリナビ
やりたいことにぴったりのアプリが探せる！

LAVIEアシスト
ひとりひとりのユーザに最適なサポート情報を提供！

PC、スマートフォン、タブレットの情報をまとめたサポートアプリ。
PCなどの活用情報やお役立ち情報、NEC製品や周辺機器、アプ
リ、サービスの新製品情報、
電子マニュアル、Q&Aなど
を参照できます。

ウイルス対策アプリをインストール済みなので外部からの脅威
に対して備えることができます。

家中のすべてのデバイスを保護
ご購入のパソコンだけでなく、お客様が所有するすべてのパソコン、
タブレット、スマートフォンを保護します（台数無制限）。

デバイスの状態を監視
McAfee® Central for NECで、パソコンからすべてのデバイス
の位置特定や遠隔ロックが可能です。

マカフィー リブセーフ（使用期間限定版）
インターネットの脅威からデバイスを守る！

対応機種はP.42-P.43をご覧ください。

※引越し元機種はWindows Vista以降のWindows搭載パソコンとなります。データにより転送できない
場合があります。

＊1：初回セットアップ後に表示される「おすすめ設定」から、「LAVIEアプリナビ」をインストールする必要があ
ります。

安心アプリとサービ
ス

イチから教えてくれる
から

はじめてでも安心！

電源オフからワンタッチでアプリを起動してすばやく使えます。
「ソフト」ボタンは目的のアプリが探せる「LAVIEアプリナビ＊1」を
起動、「マイ チョイス」ボタンは登録したアプリを起動できます。

ワンタッチスタートボタン
ワンタッチでパソコンとアプリを起動できる！

一定時間、PCに触れずにいると、自動的に画面に天気や最新の
ニュースを表示。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便利に活用できます。表示される情報
の詳細は天気/カレンダー、週間天気、ニュース。また、BGM付き
フォトフレームとして使うこともできます。

※スマートフォン、タブレットとのコンテンツ共有には、
スマートフォン、タブレットに「LAVIEフォト モバイル」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。

※ご利用にはインターネット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。

※編集の快適さはパソコンの基本性能により異なります。　※フレームレート30pまでの4Kビデオに対応
しています。

パソコン
スマート
フォン

タブレット

cloud

インフォボード
使わない時は便利な情報ボードに！

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も便利に活用できます。

LAVIEボイス
会話で検索や操作ができる！

スマートフォン、タブレットとパソコンの間で写真や動画を簡単に
共有できるアプリ「LAVIEフォト」を搭載しています。自分のスマート
フォン、タブレットで撮影した写真は自動でOneDriveにアップロー
ドされ、いつでもパソコンで鑑賞できます。

LAVIEフォト
スマートフォン、タブレットの写真をパソコンと共有できる！

スマートフォンやデジタルカメラで撮影した4K
動画の編集・再生や、動画サイトへのアップロード
が可能です。

4Kビデオ編集
撮影した4K動画を編集・再生・投稿できる！

数多くのデジタル一眼レフカメラの
RAWデータ形式に対応しています。写真
の撮影条件を参考にしながら、露光量、
明るさ、彩度、コントラストなど高度な
補正を思いのままに行えます。

（Corel® PaintShop® Pro X7 for NEC）

（CyberLink MediaShow BD with 4K）

高度な写真編集
本格的にデジタル写真を編集する！

「歪み補正」

歪んでしまった画像を
自然に修正！

写真やビデオ、情報
検索・活用

楽しみたいことを

もっと簡単に！

＊1：外出先で視聴する場合は、2012年7月以降発表のLAVIE、VALUESTAR（ダブルチューナ以上搭載TVモデル）
または対応するレコーダが必要です。動作確認済み機器につきましては、http://121ware.com/catalog/taioukiki 
をご覧ください。　＊2：SmartVision/PLAYER搭載モデルのみ。外出先でのリモート視聴はHZシリーズ、HSシリーズ
のみ可能です。それ以外の対応機種は自宅内のみ視聴可能となります。　＊3：DTCP-IPおよびDLNA対応再生アプリ
が必要です。自宅外で視聴する場合は、株式会社デジオンが提供する「DiXiM Play for SmartVision(Android
向け)」または「DiXiM Digital TV for iOS（iOS向け）」（有償）を各アプリストアから入手してください。　※録画され
た番組の配信/受信機能を自宅内でご利用になるには、初回ご利用時にインターネット接続環境が必要です。　※録
画された番組を自宅外からリモート視聴するには、インターネット接続環境が必要です。

TVパソコンやレコーダ＊1の録画番組や放送中番組を、他のパソ
コン＊2やスマートフォン・タブレット＊3へ配信して、自宅内や外出先
で視聴することができます。

テレビ番組の配信・受信

テレビ連携機能
TVパソコンと他の機器を連携して便利に使える！
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メールデータ、アドレス帳、ブラウザのお気に入り、マイドキュメント
のファイルや設定を新しいパソコンに簡単に転送できます。

（ファイナルパソコンデータ引越し 11 plus for NEC）

Windows 10の使い方
Windows 10の使い方や、インターネットの使い方などが動画で
わかります。

マウスの動かし方やキーボードを使った文字の入力方法など、
パソコンの基本的な操作方法を学ぶことができます。

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。

おまかせデータ引越し
パソコン買換え時のデータ引越しが簡単！

LAVIE動画なび
パソコンやOfficeの活用の基本が動画でわかる！

パソコンのいろは
新しいパソコンの基本をしっかり学べる！

LAVIEアプリナビ
やりたいことにぴったりのアプリが探せる！

LAVIEアシスト
ひとりひとりのユーザに最適なサポート情報を提供！

PC、スマートフォン、タブレットの情報をまとめたサポートアプリ。
PCなどの活用情報やお役立ち情報、NEC製品や周辺機器、アプ
リ、サービスの新製品情報、
電子マニュアル、Q&Aなど
を参照できます。

ウイルス対策アプリをインストール済みなので外部からの脅威
に対して備えることができます。

家中のすべてのデバイスを保護
ご購入のパソコンだけでなく、お客様が所有するすべてのパソコン、
タブレット、スマートフォンを保護します（台数無制限）。

デバイスの状態を監視
McAfee® Central for NECで、パソコンからすべてのデバイス
の位置特定や遠隔ロックが可能です。

マカフィー リブセーフ（使用期間限定版）
インターネットの脅威からデバイスを守る！

対応機種はP.42-P.43をご覧ください。

※引越し元機種はWindows Vista以降のWindows搭載パソコンとなります。データにより転送できない
場合があります。

＊1：初回セットアップ後に表示される「おすすめ設定」から、「LAVIEアプリナビ」をインストールする必要があ
ります。

安心アプリとサービ
ス

イチから教えてくれる
から

はじめてでも安心！

電源オフからワンタッチでアプリを起動してすばやく使えます。
「ソフト」ボタンは目的のアプリが探せる「LAVIEアプリナビ＊1」を
起動、「マイ チョイス」ボタンは登録したアプリを起動できます。

ワンタッチスタートボタン
ワンタッチでパソコンとアプリを起動できる！

一定時間、PCに触れずにいると、自動的に画面に天気や最新の
ニュースを表示。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便利に活用できます。表示される情報
の詳細は天気/カレンダー、週間天気、ニュース。また、BGM付き
フォトフレームとして使うこともできます。

※スマートフォン、タブレットとのコンテンツ共有には、
スマートフォン、タブレットに「LAVIEフォト モバイル」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。

※ご利用にはインターネット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。

※編集の快適さはパソコンの基本性能により異なります。　※フレームレート30pまでの4Kビデオに対応
しています。
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インフォボード
使わない時は便利な情報ボードに！

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も便利に活用できます。

LAVIEボイス
会話で検索や操作ができる！

スマートフォン、タブレットとパソコンの間で写真や動画を簡単に
共有できるアプリ「LAVIEフォト」を搭載しています。自分のスマート
フォン、タブレットで撮影した写真は自動でOneDriveにアップロー
ドされ、いつでもパソコンで鑑賞できます。

LAVIEフォト
スマートフォン、タブレットの写真をパソコンと共有できる！

スマートフォンやデジタルカメラで撮影した4K
動画の編集・再生や、動画サイトへのアップロード
が可能です。

4Kビデオ編集
撮影した4K動画を編集・再生・投稿できる！

数多くのデジタル一眼レフカメラの
RAWデータ形式に対応しています。写真
の撮影条件を参考にしながら、露光量、
明るさ、彩度、コントラストなど高度な
補正を思いのままに行えます。

（Corel® PaintShop® Pro X7 for NEC）

（CyberLink MediaShow BD with 4K）

高度な写真編集
本格的にデジタル写真を編集する！

「歪み補正」

歪んでしまった画像を
自然に修正！

写真やビデオ、情報
検索・活用

楽しみたいことを

もっと簡単に！

＊1：外出先で視聴する場合は、2012年7月以降発表のLAVIE、VALUESTAR（ダブルチューナ以上搭載TVモデル）
または対応するレコーダが必要です。動作確認済み機器につきましては、http://121ware.com/catalog/taioukiki 
をご覧ください。　＊2：SmartVision/PLAYER搭載モデルのみ。外出先でのリモート視聴はHZシリーズ、HSシリーズ
のみ可能です。それ以外の対応機種は自宅内のみ視聴可能となります。　＊3：DTCP-IPおよびDLNA対応再生アプリ
が必要です。自宅外で視聴する場合は、株式会社デジオンが提供する「DiXiM Play for SmartVision(Android
向け)」または「DiXiM Digital TV for iOS（iOS向け）」（有償）を各アプリストアから入手してください。　※録画され
た番組の配信/受信機能を自宅内でご利用になるには、初回ご利用時にインターネット接続環境が必要です。　※録
画された番組を自宅外からリモート視聴するには、インターネット接続環境が必要です。
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撮りためた写真やビデオをオンラインアルバムに保管し、専用
アプリで楽しめます。家族や友達と、タイムラインで簡単に思い出を
共有できます。ＰＣ、タブレット、スマートフォンのマルチデバイス
に対応。Ｗｅｂブラウザ版と、Windows、Android、iOS版アプリ
を各アプリストアよりダウンロードして利用できます。写真５００枚まで
保管できる無料プラン（解像度２００万画素まで）のほか、写真枚
数を増やして解像度制限をなくした有料プランもあります。

My Time Line
ニュースをまとめるジブン専用新聞

※My Time Lineをご利用になるには、インターネット接続環境が必要です。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。

※My Historyをご利用になるには、インターネット接続環境が必要です。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。

My History（オンラインアルバムサービス）
思い出の写真・ビデオをタイムラインで簡単に共有！

対応機種はP.42-P.43をご覧ください。

My Time Lineについて詳しくはこちらをご覧ください。
▶ http://121ware.com/catalog/newap/

My History/My Treasureについて
詳しくはこちらをご覧ください。
▶ http://121ware.com/myhistory/

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し、ポイント
の多いジャンルのニュースをセレクト。ポイントの多いジャンル
のニュースから、優先的に並べ替えて一覧表示。

スマートフォン用My Time Lineのダウンロードはこちら

AndroidTM 用
(Google Play）
はこちら

さらに

iOS用
（App Store)
はこちら

Windowsタブレットの縦画面、
スマートフォンやタブレットにも対応。

スマートフォンやタブレットにも対応。ダウンロードはこちら

AndroidTM 用
(Google Play）
はこちら

iOS用
（App Store)
はこちら

HappyNew Year

アナログ写真、アナログビデオ、年賀状などを、色あせないデジ
タルデータに変換します。My  His toryやDVDに保管して思
い出を楽しむことができます（有料サービス）。

My Treasure（アナログ写真・ビデオ デジタル変換サービス）

YAMAHAサウンドシステム
オーディオ製品に迫る臨場感あふれる音を再現

※「FR-Port™（エフアールポート）」は
ヤマハ株式会社の特許技術です。

※図は、効果をわかりやすくしたイメージです。

高画質ディスプレイ
明るく高精細な映像を楽しめる

フルHDの4倍、3840×2160ドット表示の超高解像度。緻密で
臨場感あふれる映像を楽しめます。

4K液晶

高精細なフルハイビジョン映像の美しさを忠実に表示。写真や
映像の細部にいたるまでリアルで美しい画質で再現します。文字
もつぶれにくく、くっきり表示されるので快適に作業できます。

フルHD液晶

空気流ノイズを独自のバスレフ構造
で低減させることにより、豊かで引き
締まった低音を実現します。

FR-Port™（エフアールポート）

■ さまざまな音を一定の音量に調整

パソコン筺体に最適な音質調整と音響効果で再生メディアやコンテ
ンツにマッチした臨場感のあるサウンド空間を提供します。ヘッドフォン
端子に接続したヘッドフォン・イヤフォン出力にも対応しています。

DVD映画視聴時などの人のセリフ、周りの音、BGMなどの音量を
一定に調整し、聞きやすくします。

■ 音が画面から出ているように補正
音を補正して、まるで画面から音が出
ているようなサウンドを実現します。

AudioEngine™

ウーファに加え、小型のスピーカーで低音再生帯域の拡張を可能
とするヤマハの技術を搭載しています。

ウーファ＋YST（ヤマハアクティブサーボテクノロジー）

広視野角で斜めから見ても色鮮やかで美しい液晶です。

IPS液晶

高輝度と広い色彩表現範囲を両立した鮮明表示の液晶です。明る
く輝きのある色鮮やかな映像でリアルな美しさを再現します。

スーパーシャインビューLED-EX2液晶

DVD映画などに入っている音 DVD映画などを見ている時の出力音

従来のパソコン

AudioEngine™
搭載パソコン

音量を調整して、全体が一定になるようにして
聞きやすくする

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。
※　　　　is a trademark that is used under a license from Japan Display East, Inc. and LG Display Co., Ltd.

見る角度を変えても、
美しい！

HZ650/CAシリーズ、HFシリーズ、HSシリーズ、
NS750/CAシリーズ、NS700/CAシリーズ、NS550/CAシリーズ、
DAシリーズ、DT750/CAW

対応機種

HFシリーズ、HSシリーズ、NS850/CAB、NS750/CAシリーズ、
NS700/CAシリーズ、NS550/CAシリーズ、DAシリーズ、DTシリーズ対応機種

NS850/CAB、NS750/CAシリーズ、DA970/CAB、DA770/CAシリーズ対応機種

HF750/CAB、NS750/CAシリーズ対応機種

NS850/CAB

対応機種 3840×2160ドット

1920×1080ドット

から見ても色鮮やかで美しい液晶

も、

IPS液晶非IPS液晶

スーパーシャインビュー
LED液晶

スーパーシャインビュー
LED-EX2液晶

NEC独自アプリ

ニュースや写真を

快適に楽しむ！

高画質ディスプレイ
と高音質サウンド

映像も音も
リアルで快適！

空気が外に出ず、空気流ノイズを低減。

空気の流れ
低音出力

● FR-Port™

空気が外に出るため、空気流ノイズが
発生。

● 従来型バスレフ方式

独自形状で
空気流を拡散

※写真は効果を
わかりやすくした
イメージです。

国際

映画

グルメ

野球

芸能

科学

国内

My Time Line（マイタイムライン）は、世の中で話題になってい
るニュースと、あなたの興味にマッチしたニュースを、たくさんの
ニュースサイトから厳選してお届けします。使えば使うほど賢く
なり、あなたに合った情報が届きます。
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＊1：ご購入後1年未満のお客様の場合、お電話での修理申し込みとなります。　＊2：予約可能な時間は、１２１コンタクトセンターの受付時間内となります。　＊3：お問い合わせの最初に、クレジットカード番号と有効期限の入力が
必要です。なお、デビットカード機能が付加されたクレジットカードはご利用になれません。　＊4：お問い合わせいただいた内容を最小限に分割し、その単位に対して回答の指示を完了したものを１インシデントとします。お問い合
わせが1回であっても、複数の回答指示になった場合は、回答回数分の料金がかかります。　＊5：電話相談サービスチケットは、NEC Directにてお買い求めください。チケット利用前に、お客様情報（ログインIDおよび保有商品）、
サービスシリアル番号の登録が必要です。　※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。　※サービス内容は予告なしに変更する場合があります。最新情報はhttp://121ware.comでご確認
ください。　[修理に関するご注意］　※修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います（一部離島を除く）。　※必ず修理約款にご同意のうえ修理をお申し込みください。　※ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関まで
の移動は、お客様自身で行っていただきます。　※故障交換した部品はお返しいたしません。　[ご相談内容に関するご注意]　※業務用のNEC製周辺機器・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。他社製周辺機器・アプリの使い方相談およびパソコンライフアドバイスについては、当社製パソコンとあわせてご利用の際のご相談となります（他社製アプリ／周辺機器単体に関するお問い合わせは対象外となります）。
他社製周辺機器・アプリについては、使い方をアドバイスするものであり、問題解決を保証するものではありません。パソコンの活用相談や、各種インターネットサービスの活用相談などのパソコンライフアドバイスについても、問
題解決・疑問解消を保証するものではありません。また、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。個人情報や金銭取引の情報が必要なサービスはトップページへの誘導までとなります。

リモートサポート

■ 購入相談 受付時間9：00～17：00（年中無休）

対応員につながるまでの時間を利用して、自動応答で問診を行い、問題
解決策をご案内します（自動音声診断）。音声ガイダンスにしたがって、
症状選択や確認事項にお答えいただきながらお進みください。

● 故障診断（自動音声診断） 24時間受付（年中無休）

24時間受付（年中無休）

フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号
03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。121コンタクトセンター

パソコンご購入をご検討の時、商品選びのご相談を
お受けします。

NEC PCプレミアム電話相談サービス

無料

無料

無料
トラブルを診断し、故障の可能性がある場合は修理を承ります。
■ 故障診断・修理受付 受付時間9：00～21：00（年中無休）

無料

● NEC あんしんサービス便 集配
無料

梱包
無料

有 料

Webサイトで、24時間いつでも故障診断ができます。修理が必
要になったらそのまま引取り修理のお申し込みが可能です＊1。

● トラブル・故障診断ナビ

24時間受付
（年中無休）

http://121ware.com/support/repair/
インターネットでご予約いただいた日時＊2に、121コンタクトセン
ターからお電話をさしあげます。

故障したパソコンの梱包、引取り、返送を、宅配業者が無料で行います。

■ 電話サポート予約サービス

http://121ware.com/support/reserve-tel/

トラブルに役立つサポート情報や、商品仕様などを掲載しています。困ったときは、まずこちらをご覧ください！

お客様情報登録をしていただくと、電話相談窓口「121コンタクトセンター（使い方相談）」
をご利用いただけます。またサポート情報をメールでお届けします。http://121ware.com/my/

121wareサービス＆サポート
お客様情報登録をすると、もっと安心！
ご登録はこちらから

http://121ware.com/support/ 

電話でご相談の際に、ブロードバンド回線を通じてお客様のパソコン画面を技術スタッフの
パソコンに表示し、画面を確認しながら、わかりやすく操作説明させていただきます。お客様の
代わりにリモート操作で問題解決することもできます。

電話/Webで診断/
受付 引取 修理 返却

0120-977-121

NEC製パソコンのサポート情報掲載WebサイトWebサポート

電話サポート

※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。登録をされていない場合は、下記「NEC PCプレミアム（有料）」で対応いたします。登録方法の詳細につきましては、パソコン本体添付のマニュアルをご覧ください。　
。いさだく覧ごを13-03.P、はてしまきつにリプア象対トーポサ※　。）すましたい応対で」）料有（ムアミレプCP CEN「、はSOの前以 )EM(noitidE muinnelliM swodniW（すまけだたい用利ごで料無も様客おのち持おをンコソパの製CENにです※

NEC製のパソコン・周辺機器・アプリの設定方法や使い方に関するご質問、ご相談を無料でご利用いただけます。

無料使い方相談無料!!で安心 受付時間
9：00～19：00（年中無休）

※NEC製のパソコン・周辺機器・アプリに関する相談が無料。ブロードバンドルータAtermについての使い方・故障診断・購入相談については、
Atermインフォメーションセンターにお問い合わせください。121コンタクトセンターでは、修理受付のみ承っております。

NECなら、Windows  10  パソコンも安心 サポート！

1インシデント＊4
あたりご利用料金2,858（税抜）

円
（税抜）

円4,400希望小売価格
電話ですぐにお問い合わせできます
電話相談サービス（スポット）＊3

事前購入でお得な2インシデント＊4のサービスチケットもご用意しています
電話相談サービスチケット（2インシデント）＊5

受付時間9：00～22：00（年中無休）
フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6200（通話料お客様負担）へおかけください。

例えば

0120-911-160

※下記［ご相談内容に関するご注意］をお読みください。　

パソコンを
もっと活用できる!

■ デジタルカメラから写真を保存したい　■ ホームネットワークを構築したい　■ オークションサイトに趣味の作品を出品したい　等

※メーカー保証の範囲内の故障とは、正常なご使用状態のもとでPCが故障した場合をいいます。天災や取り扱いの不注意による破損・損傷は含みません。使用条件によっては、別途費用が発生します。　※一部対象外の機種も
ございます。詳しくはホームページでご確認ください。

※保証開始日は契約日から4ヵ月目の1日からになります。　※保証終了日は、解約日もしくは保証対象パソコンの発売日から5年2ヵ月目の月末までのいずれか早いほうになります。 

申込期間： PCお買い上げ日から1年未満
メーカー保証期間を延長できるサービスもご用意しました

通常１年間のメーカー保証を３年間まで延長。メーカー保証の範囲内の故障は何度でも無料で引取修理いたします。

メーカー保証を最大5年間に延長できるサービスを月々300円（税抜）からの月額料金制でご用意しています。パソコン
購入直後のお客様はもちろん、1年間や3年間の保証切れのお客様もお申し込み可能です。 

パソコンやプリンタの設置・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。タブレットの設定、トラブル診断、操作レッスンにも対応しています。

パソコンを引き取ってWindowsの再セットアップを代行し、ご購
入時の状態に戻すサービスです。状態が改善しない場合、そのまま
修理することもできます。

PC3年間メーカー保証サービスパック

パソコンライフにさらにゆとりの安心を延長保証

使い方に合わせて安心をプラス有償サポート

有 料

http://www.necdirect.jp/ → 延長保証 → PC3年間メーカー保証 

申込期間： ご購入パソコンの発売日から4年2ヵ月以内 http://121ware.com/ss/  → 延長保証サービスプラス

パソコン全国出張サービス

延長保証サービス（メーカー保証）プラス月額サービス 有 料

受付時間9：00～21：00（年中無休）

● 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。

円（税抜）14,000
ご利用価格

安心の日本語対応で引取修理 http://121ware.com/ultracare/jpn/

対象パソコン（2015年9月現在）：HZシリーズ、HSシリーズ

イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、デンマーク、
ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、ルクセンブルク（2015年9月現在、24地域、50音順）

UltraCareSM International Service

注意事項・その他　●本サービスをお受けになるための適用条件：本サービスを受けるためには、海外保証サービスへの事前登録が必要です。　●ハードディスクデータの取り扱い：ハードディスクに記載された内容は、故障や障害およびそ
の他の原因にかかわらず、修理時にすべて消去されます。修理の前にお客様ご自身でデータのバックアップを必ず行ってください。　●海外でお使いいただく際の注意事項：電源コードは、使用される国に適合した電源コードを別途ご準備
ください。　●本サービスの詳細について：本カタログ掲載以外の対象機種、および本サービスの詳細につきましては、インターネット http://121ware.com/ultracare/jpn/をご覧ください。

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの保証期間中に海外24地域から日本への引取修理サポートを行います。

日本への引取修理サービスを実施します。電話
相談

ハードウェア
修理

手間のかかる再セットアップ作業を代行！
再セットアップ代行サービス

誤操作によるデータ消失やアクセス不可に陥ってしまったハードディスク、
メモリなどからデータを復旧するサービスです。送付いただいた障害媒体
からデータを復旧し、CD-R等に入れて返却いたします。

パソコンやデジタルカメラのデータ消失！など万一の時に
データ復旧サービス（スポット）

お客様ご自身でバッテリパックの取りはずし・交換ができない時に、
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。

バッテリパックの充電機能が低下してしまった時に！
バッテリ交換サービス

0120-977-121121コンタクトセンター

0120-993-121

※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。

日本のNEC UltraCareSMカスタマーサポートセンターで修理に関するお電話をお受けします。
（日本時間の平日9時～17時対応。英語／日本語対応可。通話料お客様負担）

対象地域

フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。
受付時間9：00～21：00（年中無休）

NEC製パソコンと他社製周辺機器との接続設定、他社製アプリの設定・使い方・トラブル対処方法、活用方法などのご相談にお答えします。
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＊1：ご購入後1年未満のお客様の場合、お電話での修理申し込みとなります。　＊2：予約可能な時間は、１２１コンタクトセンターの受付時間内となります。　＊3：お問い合わせの最初に、クレジットカード番号と有効期限の入力が
必要です。なお、デビットカード機能が付加されたクレジットカードはご利用になれません。　＊4：お問い合わせいただいた内容を最小限に分割し、その単位に対して回答の指示を完了したものを１インシデントとします。お問い合
わせが1回であっても、複数の回答指示になった場合は、回答回数分の料金がかかります。　＊5：電話相談サービスチケットは、NEC Directにてお買い求めください。チケット利用前に、お客様情報（ログインIDおよび保有商品）、
サービスシリアル番号の登録が必要です。　※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。　※サービス内容は予告なしに変更する場合があります。最新情報はhttp://121ware.comでご確認
ください。　[修理に関するご注意］　※修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います（一部離島を除く）。　※必ず修理約款にご同意のうえ修理をお申し込みください。　※ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関まで
の移動は、お客様自身で行っていただきます。　※故障交換した部品はお返しいたしません。　[ご相談内容に関するご注意]　※業務用のNEC製周辺機器・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。他社製周辺機器・アプリの使い方相談およびパソコンライフアドバイスについては、当社製パソコンとあわせてご利用の際のご相談となります（他社製アプリ／周辺機器単体に関するお問い合わせは対象外となります）。
他社製周辺機器・アプリについては、使い方をアドバイスするものであり、問題解決を保証するものではありません。パソコンの活用相談や、各種インターネットサービスの活用相談などのパソコンライフアドバイスについても、問
題解決・疑問解消を保証するものではありません。また、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。個人情報や金銭取引の情報が必要なサービスはトップページへの誘導までとなります。

リモートサポート

■ 購入相談 受付時間9：00～17：00（年中無休）

対応員につながるまでの時間を利用して、自動応答で問診を行い、問題
解決策をご案内します（自動音声診断）。音声ガイダンスにしたがって、
症状選択や確認事項にお答えいただきながらお進みください。

● 故障診断（自動音声診断） 24時間受付（年中無休）

24時間受付（年中無休）

フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号
03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。121コンタクトセンター

パソコンご購入をご検討の時、商品選びのご相談を
お受けします。

NEC PCプレミアム電話相談サービス

無料

無料

無料
トラブルを診断し、故障の可能性がある場合は修理を承ります。
■ 故障診断・修理受付 受付時間9：00～21：00（年中無休）

無料

● NEC あんしんサービス便 集配
無料

梱包
無料

有 料

Webサイトで、24時間いつでも故障診断ができます。修理が必
要になったらそのまま引取り修理のお申し込みが可能です＊1。

● トラブル・故障診断ナビ

24時間受付
（年中無休）

http://121ware.com/support/repair/
インターネットでご予約いただいた日時＊2に、121コンタクトセン
ターからお電話をさしあげます。

故障したパソコンの梱包、引取り、返送を、宅配業者が無料で行います。

■ 電話サポート予約サービス

http://121ware.com/support/reserve-tel/

トラブルに役立つサポート情報や、商品仕様などを掲載しています。困ったときは、まずこちらをご覧ください！

お客様情報登録をしていただくと、電話相談窓口「121コンタクトセンター（使い方相談）」
をご利用いただけます。またサポート情報をメールでお届けします。http://121ware.com/my/

121wareサービス＆サポート
お客様情報登録をすると、もっと安心！
ご登録はこちらから

http://121ware.com/support/ 

電話でご相談の際に、ブロードバンド回線を通じてお客様のパソコン画面を技術スタッフの
パソコンに表示し、画面を確認しながら、わかりやすく操作説明させていただきます。お客様の
代わりにリモート操作で問題解決することもできます。

電話/Webで診断/
受付 引取 修理 返却

0120-977-121

NEC製パソコンのサポート情報掲載WebサイトWebサポート

電話サポート

※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。登録をされていない場合は、下記「NEC PCプレミアム（有料）」で対応いたします。登録方法の詳細につきましては、パソコン本体添付のマニュアルをご覧ください。　
※すでにNEC製のパソコンをお持ちのお客様も無料でご利用いただけます（Windows Millennium Edition(ME) 以前のOSは、「NEC PCプレミアム（有料）」で対応いたします）。　※サポート対象アプリにつきましては、P.30-31をご覧ください。

NEC製のパソコン・周辺機器・アプリの設定方法や使い方に関するご質問、ご相談を無料でご利用いただけます。

無料使い方相談無料!!で安心 受付時間
9：00～19：00（年中無休）

※NEC製のパソコン・周辺機器・アプリに関する相談が無料。ブロードバンドルータAtermについての使い方・故障診断・購入相談については、
Atermインフォメーションセンターにお問い合わせください。121コンタクトセンターでは、修理受付のみ承っております。

03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。

NECなら、Windows  10  パソコンも安心 サポート！

1インシデント＊4
あたりご利用料金2,858（税抜）

円
（税抜）

円4,400希望小売価格
電話ですぐにお問い合わせできます
電話相談サービス（スポット）＊3

事前購入でお得な2インシデント＊4のサービスチケットもご用意しています
電話相談サービスチケット（2インシデント）＊5

受付時間9：00～22：00（年中無休）
フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6200（通話料お客様負担）へおかけください。

例えば

0120-911-160

※下記［ご相談内容に関するご注意］をお読みください。　

パソコンを
もっと活用できる!

■ デジタルカメラから写真を保存したい　■ ホームネットワークを構築したい　■ オークションサイトに趣味の作品を出品したい　等

※メーカー保証の範囲内の故障とは、正常なご使用状態のもとでPCが故障した場合をいいます。天災や取り扱いの不注意による破損・損傷は含みません。使用条件によっては、別途費用が発生します。　※一部対象外の機種も
ございます。詳しくはホームページでご確認ください。

※保証開始日は契約日から4ヵ月目の1日からになります。　※保証終了日は、解約日もしくは保証対象パソコンの発売日から5年2ヵ月目の月末までのいずれか早いほうになります。 

申込期間： PCお買い上げ日から1年未満
メーカー保証期間を延長できるサービスもご用意しました

通常１年間のメーカー保証を３年間まで延長。メーカー保証の範囲内の故障は何度でも無料で引取修理いたします。

メーカー保証を最大5年間に延長できるサービスを月々300円（税抜）からの月額料金制でご用意しています。パソコン
購入直後のお客様はもちろん、1年間や3年間の保証切れのお客様もお申し込み可能です。 

パソコンやプリンタの設置・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。タブレットの設定、トラブル診断、操作レッスンにも対応しています。

パソコンを引き取ってWindowsの再セットアップを代行し、ご購
入時の状態に戻すサービスです。状態が改善しない場合、そのまま
修理することもできます。

PC3年間メーカー保証サービスパック

パソコンライフにさらにゆとりの安心を延長保証

使い方に合わせて安心をプラス有償サポート

有 料

http://www.necdirect.jp/ → 延長保証 → PC3年間メーカー保証 

申込期間： ご購入パソコンの発売日から4年2ヵ月以内 http://121ware.com/ss/  → 延長保証サービスプラス

パソコン全国出張サービス

延長保証サービス（メーカー保証）プラス月額サービス 有 料

受付時間9：00～21：00（年中無休）

● 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。

円（税抜）14,000
ご利用価格

安心の日本語対応で引取修理 http://121ware.com/ultracare/jpn/

対象パソコン（2015年9月現在）：HZシリーズ、HSシリーズ

イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、デンマーク、
ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、ルクセンブルク（2015年9月現在、24地域、50音順）

UltraCareSM International Service

注意事項・その他　●本サービスをお受けになるための適用条件：本サービスを受けるためには、海外保証サービスへの事前登録が必要です。　●ハードディスクデータの取り扱い：ハードディスクに記載された内容は、故障や障害およびそ
の他の原因にかかわらず、修理時にすべて消去されます。修理の前にお客様ご自身でデータのバックアップを必ず行ってください。　●海外でお使いいただく際の注意事項：電源コードは、使用される国に適合した電源コードを別途ご準備
ください。　●本サービスの詳細について：本カタログ掲載以外の対象機種、および本サービスの詳細につきましては、インターネット http://121ware.com/ultracare/jpn/をご覧ください。

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの保証期間中に海外24地域から日本への引取修理サポートを行います。

日本への引取修理サービスを実施します。電話
相談

ハードウェア
修理

手間のかかる再セットアップ作業を代行！
再セットアップ代行サービス

誤操作によるデータ消失やアクセス不可に陥ってしまったハードディスク、
メモリなどからデータを復旧するサービスです。送付いただいた障害媒体
からデータを復旧し、CD-R等に入れて返却いたします。

パソコンやデジタルカメラのデータ消失！など万一の時に
データ復旧サービス（スポット）

お客様ご自身でバッテリパックの取りはずし・交換ができない時に、
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。

バッテリパックの充電機能が低下してしまった時に！
バッテリ交換サービス

0120-977-121121コンタクトセンター

0120-993-121

※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。

日本のNEC UltraCareSMカスタマーサポートセンターで修理に関するお電話をお受けします。
（日本時間の平日9時～17時対応。英語／日本語対応可。通話料お客様負担）

対象地域

フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。
受付時間9：00～21：00（年中無休）

NEC製パソコンと他社製周辺機器との接続設定、他社製アプリの設定・使い方・トラブル対処方法、活用方法などのご相談にお答えします。
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■ Windows アプリ一覧
◎：インストール済み　●：HDD/SSD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。
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ZERO Frista Standard Standard All-in-one TowerHZ750/CAB
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基本OS
OS Windows 10 Home 64ビット ＊１ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス/Offi  ce Personal Premium プラス Offi  ce 365 サービス

文書を作成する Microsoft Word 2013 ＊2 ● ● ● ● ● ●

表やグラフを作成する Microsoft Excel 2013 ＊2 ● ● ● ● ● ●

電子メールやスケジュールの管
理をする Microsoft Outlook 2013 ＊2 ● ● ● ● ● ●

プレゼンテーション用の
資料を作成する

Microsoft PowerPoint 2013
※Offi  ce Home & Business Premium 
　プラス Offi  ce 365 サービスのみ

＊2 ● ● ● ● － ● － ● －

Webクリップや情報の
収集・整理をする

Microsoft OneNote 2013
※Offi  ce Home & Business Premium 
　プラス Offi  ce 365 サービスのみ

＊2 ● ● ● ● － ● － ● －

PowerPointで
写真アルバムを作成する

Microsoft PowerPoint 2013 楽しもう フォト ウィザード
※Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービスのみ ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ － ◎ －

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 11 plus for NEC ＊4 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎

簡単にデータを
バックアップする おてがるバックアップ ＊5

＊6 ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎

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 ◆ ◎＊１4 ◎ ◎＊15 ◎ ◎ ◎

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 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

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★ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

DVDビデオや
ブルーレイディスクを観る CyberLink PowerDVD BD with 4K ＊7

＊8 － ◎ － － ◎ － ◎ － ◎ －

DVDビデオを観る CyberLink PowerDVD ＊7 － － ◎ － － ◎ － ◎ － ◎
写真や動画を編集、
ブルーレイディスク/DVDに
保存する

CyberLink MediaShow BD with 4K ＊8 － ◎ － － ◎ － ◎ － ◎ －

CyberLink MediaShow BD － － ◎ － － － ◎ － － ◎ － －

写真を編集・加工する
Corel® PaintShop® Pro X7 for NEC － ◎ － － ◎ － ◎ － ◎ －
CyberLink PhotoDirector Mobile★ ◎ ◎ ◎ － － －
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AV関連
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 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

BDXL/BD/DVD/CDに
音楽やデータを保存する CyberLink Power2Go 8 ＊9 ◎＊16 ◎ － ◎ ◎ ◎

ホームネットワーク上の
他のPCでAVコンテンツを
楽しむ

ホームネットワークサーバー powered by DiXiM ＊１0 ◆ － － － － ◎ － －

TV関連
TV/ホームネットワーク上の
TVコンテンツを見る、
TVを録画する

SmartVision ＊7
＊１1 ◆ － － － － ◎ － －

ホームネットワーク上の
TVコンテンツを見る

SmartVision/PLAYER★ ＊１2 ◆ － ◎ － ◎ － － ◎ ◎ －
SmartVision/PLAYER（リモート視聴対応版）★ ＊１2 ◆ ◎ － ◎ － － －

実用・趣味
はがきをつくる 筆ぐるめ 22 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 Note Anytime｠for｠NECパーソナルコンピュータ★ － － ◎ － － － －

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★ ＊１3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

楽天の様々なサービスを
利用する 楽天gateway★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

学習
パソコンの
基本操作を学ぶ パソコンのいろは ◆ － ◎ － ◎ ◎ ◎

Windowsの使い方などを
動画で学ぶ LAVIE動画なび★ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

3Dカメラ
3Dカメラの操作を
体感する Welcome to Intel® RealSense™ 3D Camera ◆ － － － ◎ － ◎ － －

3Dカメラを利用して
ビデオ通話を行う Personify － － － ◎ － ◎ － －

3Dカメラを利用して
楽器演奏を楽しむ KAGURA － － － ◎ － ◎ － －

各種設定・ユーティリティ
PCの環境を設定する LAVIEかんたん設定★ ◆ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎
バッテリをリフレッシュ・
診断する バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ － －

映像の画質を設定する 彩りの設定 ◆ － － － ◎ － ◎ －
NFCタグをかざした時の
動作を設定する NFC書き込みツール ◆ － － － ◎ － － －

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 ◆ ● － ● － － －

CPUモードを設定する CPUモード設定ツール ◆ － － ◎ － － －
ワイヤレスLANの
設定をする らくらく無線スタート® ＥＸ ◆ ● ● ● ● ● －

［アプリ使用の際のご注意］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。
アプリによっては、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。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。

インテル、Intel、Celeron、Intel Core、Core Inside、Ultrabook、Intel 
RealSenseは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまた
はその子会社の商標または登録商標です。HDMI、High-Defi nition Multimedia 
Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。Wi-FiはWi-Fi 
A l l ianceの登録商標です。Microsof t、Off ice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。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。Microsoft PowerPoint 2013 
楽しもう フォト ウィザードは、Microsoft .NET Frameworkを使用して構築され
ています。McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社
の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Corel、Corelのロ

ゴ、Roxioのロゴ、PaintShopは、カナダ、米国および／またはその他の国におけ
るCorel Corporationおよび／またはその子会社の商標または登録商標です。
「netpeople」は、イナゴの商標または登録商標です。Blu-ray Disc（ブルーレイデ
ィスク）、Blu-ray（ブルーレイ）、BDXL、AVCREC及びその関連のロゴは、ブルーレ
イディスクアソシエーションの商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーショ
ンの商標です。DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは、デジタルリビングネットワーク
アライアンス（Digital Living Network Alliance）の商標です。DigiOn、DiXiM
は、株式会社デジオンの登録商標です。“AVCHD”は、パナソニック株式会社とソ
ニー株式会社の商標です。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テクノロジーズ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。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

タはライセンスに基づきこのマークを使用しています。TwitterはTwitter,Inc.の
商標または登録商標です。楽天は楽天株式会社の登録商標または商標です。
「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。KAGURAは株式会社しくみデザインの登録商標です。FR-Port、Audio
Engineはヤマハ株式会社の商標です。アクティブ サーボ テクノロジーはヤマハ
株式会社の登録商標です。Note Anytime、mazecは、株式会社MetaMoJi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。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。

＊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：スタートメニューの
「Microsoft Office」を起動することで32ビット版がインストールされます。イ
ンストールするにはインターネットへの接続とMicrosoft アカウントが必要で
す。64ビット版はマイクロソフト社の専用サイトからダウンロードしてインス
トールすることでご利用になれます。再インストールする場合は、専用サイトか
らダウンロードが必要になります。＊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：お客様が作成したすべてのデータや設定の
バックアップを保証するものではありません。＊6：バックアップはお客様の責任
において行ってください。また、著作権保護された映像や音楽などのデータ、暗
号化されたデータは、バックアップしてもご利用になれない場合があります。
＊7：インターネット経由でのアクティベーションにより、CPRMの著作権保護機
能に対応することができます。＊8：4K動画の4K画質での再生は、3840×2160
ドットの解像度に対応したモデルのみ可能です。＊9：ブルーレイディスクへの保
存は、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ。＊10：AVCHD規格映像の
配信に対応。デジタル放送を録画した番組の配信に対応。＊11：テレビコンテン
ツを視聴するとき、USBスピーカやBluetooth®ヘッドフォンなどは使用できま

せん。＊12：初回利用時にインターネット接続環境が必要です。＊13：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
るようになります。＊14：DVDで再セットアップメディア作成、再セットアップを
実施する場合はオプション（別売）のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-
DU007C」が別途必要となります。＊15：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。＊16：オプション（別売）のDVDスーパーマルチドライブ
「PC-AC-DU007C」が別途必要となります。

■ 商標について

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

Copyright ⓒ 2013 NAVITIME JAPAN Co., Ltd. 
All rights reserved.

Copyright © 2002-2014 eBook Initiative Japan Co.,Ltd.

Copyright（c）2013 Rakuten, Inc. All Rights Reserved.

Copyright（C）2010-2015（株）アーク情報システム

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

ⓒ 2013 McAfee, Inc. All Rights Reserved.

ⓒ 2013 McAfee, Inc. All Rights Reserved.

ⓒ 2015 Corel Corporation. All Rights Reserved.

（c）Copyright 2015 Corel Corporation. 
All rights reserved.
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■ Windows アプリ一覧
◎：インストール済み　●：HDD/SSD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。
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基本OS
OS Windows 10 Home 64ビット ＊１ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス/Offi  ce Personal Premium プラス Offi  ce 365 サービス

文書を作成する Microsoft Word 2013 ＊2 ● ● ● ● ● ●

表やグラフを作成する Microsoft Excel 2013 ＊2 ● ● ● ● ● ●

電子メールやスケジュールの管
理をする Microsoft Outlook 2013 ＊2 ● ● ● ● ● ●

プレゼンテーション用の
資料を作成する

Microsoft PowerPoint 2013
※Offi  ce Home & Business Premium 
　プラス Offi  ce 365 サービスのみ

＊2 ● ● ● ● － ● － ● －

Webクリップや情報の
収集・整理をする

Microsoft OneNote 2013
※Offi  ce Home & Business Premium 
　プラス Offi  ce 365 サービスのみ

＊2 ● ● ● ● － ● － ● －

PowerPointで
写真アルバムを作成する

Microsoft PowerPoint 2013 楽しもう フォト ウィザード
※Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービスのみ ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ － ◎ －

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 11 plus for NEC ＊4 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎

簡単にデータを
バックアップする おてがるバックアップ ＊5

＊6 ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎

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 ◆ ◎＊１4 ◎ ◎＊15 ◎ ◎ ◎

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 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

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★ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

DVDビデオや
ブルーレイディスクを観る CyberLink PowerDVD BD with 4K ＊7

＊8 － ◎ － － ◎ － ◎ － ◎ －

DVDビデオを観る CyberLink PowerDVD ＊7 － － ◎ － － ◎ － ◎ － ◎
写真や動画を編集、
ブルーレイディスク/DVDに
保存する

CyberLink MediaShow BD with 4K ＊8 － ◎ － － ◎ － ◎ － ◎ －

CyberLink MediaShow BD － － ◎ － － － ◎ － － ◎ － －

写真を編集・加工する
Corel® PaintShop® Pro X7 for NEC － ◎ － － ◎ － ◎ － ◎ －
CyberLink PhotoDirector Mobile★ ◎ ◎ ◎ － － －

LAVIE Hybrid LAVIE Note LAVIE Desk
ZERO Frista Standard Standard All-in-one TowerHZ750/CAB

HZ650/CA

シ
リ
ー
ズ

HZ550/CAB
HF750/CAB
HF350/CA

シ
リ
ー
ズ

HF150/CA

シ
リ
ー
ズ

HS550/CAS
HS350/CAS
N
S850/CAB
N
S750/CA

シ
リ
ー
ズ

N
S700/CA

シ
リ
ー
ズ

N
S550/CA

シ
リ
ー
ズ

N
S350/CA

シ
リ
ー
ズ

N
S150/CA

シ
リ
ー
ズ

N
S100/C2W
N
S100/C1W
D
A970/CAB
D
A770/CA

シ
リ
ー
ズ

D
A570/CAB
D
A370/CA

シ
リ
ー
ズ

D
A350/CAW
D
T750/CAW
D
T150/CAW

AV関連
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 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

BDXL/BD/DVD/CDに
音楽やデータを保存する CyberLink Power2Go 8 ＊9 ◎＊16 ◎ － ◎ ◎ ◎

ホームネットワーク上の
他のPCでAVコンテンツを
楽しむ

ホームネットワークサーバー powered by DiXiM ＊１0 ◆ － － － － ◎ － －

TV関連
TV/ホームネットワーク上の
TVコンテンツを見る、
TVを録画する

SmartVision ＊7
＊１1 ◆ － － － － ◎ － －

ホームネットワーク上の
TVコンテンツを見る

SmartVision/PLAYER★ ＊１2 ◆ － ◎ － ◎ － － ◎ ◎ －
SmartVision/PLAYER（リモート視聴対応版）★ ＊１2 ◆ ◎ － ◎ － － －

実用・趣味
はがきをつくる 筆ぐるめ 22 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 Note Anytime｠for｠NECパーソナルコンピュータ★ － － ◎ － － － －

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★ ＊１3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

楽天の様々なサービスを
利用する 楽天gateway★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

学習
パソコンの
基本操作を学ぶ パソコンのいろは ◆ － ◎ － ◎ ◎ ◎

Windowsの使い方などを
動画で学ぶ LAVIE動画なび★ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

3Dカメラ
3Dカメラの操作を
体感する Welcome to Intel® RealSense™ 3D Camera ◆ － － － ◎ － ◎ － －

3Dカメラを利用して
ビデオ通話を行う Personify － － － ◎ － ◎ － －

3Dカメラを利用して
楽器演奏を楽しむ KAGURA － － － ◎ － ◎ － －

各種設定・ユーティリティ
PCの環境を設定する LAVIEかんたん設定★ ◆ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎
バッテリをリフレッシュ・
診断する バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ － －

映像の画質を設定する 彩りの設定 ◆ － － － ◎ － ◎ －
NFCタグをかざした時の
動作を設定する NFC書き込みツール ◆ － － － ◎ － － －

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 ◆ ● － ● － － －

CPUモードを設定する CPUモード設定ツール ◆ － － ◎ － － －
ワイヤレスLANの
設定をする らくらく無線スタート® ＥＸ ◆ ● ● ● ● ● －

［アプリ使用の際のご注意］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。
アプリによっては、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。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。

インテル、Intel、Celeron、Intel Core、Core Inside、Ultrabook、Intel 
RealSenseは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまた
はその子会社の商標または登録商標です。HDMI、High-Defi nition Multimedia 
Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。Wi-FiはWi-Fi 
A l l ianceの登録商標です。Microsof t、Off ice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。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。Microsoft PowerPoint 2013 
楽しもう フォト ウィザードは、Microsoft .NET Frameworkを使用して構築され
ています。McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社
の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Corel、Corelのロ

ゴ、Roxioのロゴ、PaintShopは、カナダ、米国および／またはその他の国におけ
るCorel Corporationおよび／またはその子会社の商標または登録商標です。
「netpeople」は、イナゴの商標または登録商標です。Blu-ray Disc（ブルーレイデ
ィスク）、Blu-ray（ブルーレイ）、BDXL、AVCREC及びその関連のロゴは、ブルーレ
イディスクアソシエーションの商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーショ
ンの商標です。DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは、デジタルリビングネットワーク
アライアンス（Digital Living Network Alliance）の商標です。DigiOn、DiXiM
は、株式会社デジオンの登録商標です。“AVCHD”は、パナソニック株式会社とソ
ニー株式会社の商標です。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テクノロジーズ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。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

タはライセンスに基づきこのマークを使用しています。TwitterはTwitter,Inc.の
商標または登録商標です。楽天は楽天株式会社の登録商標または商標です。
「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。KAGURAは株式会社しくみデザインの登録商標です。FR-Port、Audio
Engineはヤマハ株式会社の商標です。アクティブ サーボ テクノロジーはヤマハ
株式会社の登録商標です。Note Anytime、mazecは、株式会社MetaMoJi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。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。

＊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：スタートメニューの
「Microsoft Office」を起動することで32ビット版がインストールされます。イ
ンストールするにはインターネットへの接続とMicrosoft アカウントが必要で
す。64ビット版はマイクロソフト社の専用サイトからダウンロードしてインス
トールすることでご利用になれます。再インストールする場合は、専用サイトか
らダウンロードが必要になります。＊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：お客様が作成したすべてのデータや設定の
バックアップを保証するものではありません。＊6：バックアップはお客様の責任
において行ってください。また、著作権保護された映像や音楽などのデータ、暗
号化されたデータは、バックアップしてもご利用になれない場合があります。
＊7：インターネット経由でのアクティベーションにより、CPRMの著作権保護機
能に対応することができます。＊8：4K動画の4K画質での再生は、3840×2160
ドットの解像度に対応したモデルのみ可能です。＊9：ブルーレイディスクへの保
存は、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ。＊10：AVCHD規格映像の
配信に対応。デジタル放送を録画した番組の配信に対応。＊11：テレビコンテン
ツを視聴するとき、USBスピーカやBluetooth®ヘッドフォンなどは使用できま

せん。＊12：初回利用時にインターネット接続環境が必要です。＊13：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
るようになります。＊14：DVDで再セットアップメディア作成、再セットアップを
実施する場合はオプション（別売）のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-
DU007C」が別途必要となります。＊15：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。＊16：オプション（別売）のDVDスーパーマルチドライブ
「PC-AC-DU007C」が別途必要となります。

■ 商標について

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

Copyright ⓒ 2013 NAVITIME JAPAN Co., Ltd. 
All rights reserved.

Copyright © 2002-2014 eBook Initiative Japan Co.,Ltd.

Copyright（c）2013 Rakuten, Inc. All Rights Reserved.

Copyright（C）2010-2015（株）アーク情報システム

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

（c）2013 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

ⓒ 2013 McAfee, Inc. All Rights Reserved.

ⓒ 2013 McAfee, Inc. All Rights Reserved.

ⓒ 2015 Corel Corporation. All Rights Reserved.

（c）Copyright 2015 Corel Corporation. 
All rights reserved.



●BD/DVD/CDドライブ仕様、ワイヤレスLAN仕様、Bluetooth®仕様につきましては、P.36をご覧ください。
http://121ware.com/catalog/商品の詳しい情報は

ホームページをご覧ください。
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■LAVIE Hybrid  仕様一覧  本体価格はすべてオープン価格です。型名と本体色につきましては、P.44-P.45「ラインアップ」をご覧ください。

LAVIE Hybrid ZERO LAVIE Hybrid Frista LAVIE Hybrid Standard
型名
型番

HZ750/CAB
PC-HZ750CAB

HZ650/CAシリーズ
PC-HZ650CAシリーズ

HZ550/CAB
PC-HZ550CAB

HF750/CAB
PC-HF750CAB

HF350/CAシリーズ
PC-HF350CAシリーズ

HF150/CAシリーズ
PC-HF150CAシリーズ

HS550/CAS
PC-HS550CAS

HS350/CAS
PC-HS350CAS

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

CPU

第5世代 インテル® Core™ 
i7-5500U プロセッサー 第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 第5世代 インテル® Core™ 

i7-5500U プロセッサー
第5世代 インテル® Core™ 
i3-5015U プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 
3215U インテル® Core™ M-71 プロセッサー インテル® Core™ M プロセッサー

動作周波数 2.40GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：最大3GHz）

2.20GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応：最大2.70GHz）

2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：最大3GHz） 2.10GHz 1.70GHz

1.20GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大2.90GHz）

0.80GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大2GHz）

コア数／スレッド数 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応）
キャッシュメモリ 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ）

メイン
メモリ＊2

標準容量／最大容量 8GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャ
ネル対応）／8GB＊3 4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB）／4GB＊3

8GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 
8GB×1、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応可能）／16GB＊4＊5

4GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応可能）／16GB＊4＊5＊6＊7 4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB、デュアルチャネル対応）／4GB＊3

スロット数 － SO-DIMMスロット×2［空き：1］ －

表示機能

内蔵ディスプレイ
13.3型ワイド フルフラット
スーパーシャインビューLED液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル）（WQHD）

13.3型ワイド フルフラット
スーパーシャインビューLED液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル）（Full HD）

13.3型ワイド LED液晶
（広視野角・高色純度・ノングレア）（WQHD）

15.6型ワイド フルフラットスーパー
シャインビューLED-EX2 IPS液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル）
（Full HD）

15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・タッチパネル）（Full HD）

11.6型ワイド フルフラット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）（Full HD）

LCDドット抜けの割合＊8 0.00010%以下 0.00018%以下 0.00010%以下 0.00013%以下 0.00008%以下

表
示
色（
解
像
度
）＊9

内蔵ディスプレイ＊11

最大1677万色＊10

（2560×1440ドット、1920×1080ドット、1680×1050
ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×
800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）

最大1677万色＊10

（1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900
ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、
1280×768ドット、1024×768ドット）

最大1677万色＊10

（2560×1440ドット、1920×1080ドット、1680×1050
ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、
1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）

最大1677万色＊10（1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、
1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）

最大1677万色＊10（1920×1080ドット、1680×1050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、
1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）

別売の外付けディスプレイ
接続時（HDMI接続時）＊12

最大1677万色（3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：3840×2160p（24/30Hz）、1080p、1080i

最大1677万色（3840×2160ドット、1920×1080ドット、
1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：3840×2160p（24/30Hz）、1080p、1080i

最大1677万色（1920×1080ドット、
1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：1080p、1080i

最大1677万色（1920×1080ドット、1680×1050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、
1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：1080p、1080i

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 5500 インテル® HD グラフィックス 5500 インテル® HD グラフィックス インテル® HD グラフィックス 5300
グラフィックスメモリ
（メインメモリと共用）＊13 最大4183MB 最大2135MB 最大4181MB 最大2133MB 最大2125MB

ストレージ

HDD/SSD＊14 SSD 約128GB（Serial ATA） HDD 約1TB（Serial ATA、5400回転/分） SSD 約128GB（Serial ATA）

Windows
システムから
認識される
容量＊15

Cドライブ／
空き容量 約117GB／約72GB 約117GB／約76GB 約865GB／約811GB 約865GB／約815GB 約865GB／約818GB 約117GB／約75GB
Dドライブ／
空き容量 － 約65GB／約65GB －

BD/DVD/CDドライブ
（詳細はP.36をご覧ください） －【別売、専用オプション（DVDスーパーマルチドライブ、型番：PC-AC-DU007C）＊16】 ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

（BDXL™ 対応）＊17＊18
DVDスーパーマルチドライブ
［DVD-R/+R 2層書込み］ －

サウンド スピーカ 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W） 内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W） ステレオスピーカ（0.7W+0.7W）
サウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® High Defi nition Audio準拠、RealTek社製 ALC286S搭載 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® High Defi nition Audio準拠、RealTek社製 ALC286S搭載 インテル® Smart Sound Technology、RealTek社製 ALC286搭載

通信機能

LAN － 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 －

ワイヤレスLAN／Bluetooth® 
（詳細はP.36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）、
インテル® WiDi対応／Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

11ac（433Mbps）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® テクノロジー本体内蔵
（Ver.4.0）

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）、
インテル® WiDi対応／Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

入力装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ18mm＊20、キーストローク1.2mm）、JIS標準配列（85キー） Bluetooth® キーボード＊21（本体収納式）
［キーピッチ17.8mm＊20、キーストローク1.7mm、JIS標準配列（103キー、テンキー付き）］

キーボード（キーピッチ18.5mm＊20、キーストローク1.8mm）、
JIS標準配列（88キー）

マウス － Bluetooth® レーザーマウス＊22＊23＊24（横チルト機能付き＊25） －

ポインティングデバイス 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NXパッド＊25 －
デジタイザーペン（電磁誘導方式）、
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）＊25

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）＊25

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 － タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 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 － 音量ボタン/画面回転ボタン、Windowsボタン 音量ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン

Webカメラ／マイク HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵
本体前面: Full HD解像度（1080p）対応カメラ、有効画素数 約200万画素
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 3.0×2＊26（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊27） USB 3.0×2＊26（パソコン本体右側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き＊27＊28） USB 3.0×1、USB 2.0×1（キーボードに搭載）＊29

通信・映像・サウンド関連 HDMI出力端子×1＊12、ヘッドフォンマイクジャック×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）＊30
LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊12、ヘッドフォンマイクジャック×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）＊30
Micro HDMI出力端子×1＊12、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）＊30

メモリーカードスロット SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊31＊32＊33 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊31＊32＊33 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＊34＊35

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 － － 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） 319（W）×217（D）×16.9（H）mm 319（W）×212（D）×16.9（H）mm 380（W）×160（D）×286（H）mm（ディスプレイ最小傾斜時）
380（W）×270（D）×39.9（H）mm（ディスプレイ最大傾斜（水平）時）

301.1（W）×192.5（D）×9.6（H）mm
301.4（W）×216.7（D）×17.4～26.4（H）mm（キーボードに設置し閉じた場合）

その他 － キーボード：330（W）×142.5（D）×7.0（H）mm キーボード：301.4（W）×215.7（D）×26.4（H）mm（突起部、バンプ部除く）

質量
本体（内蔵バッテリパック含む）＊36 約926g＊37 約779g＊37 約2.8kg（キーボード含む）＊37 約822g＊37 約795g＊37

その他 ACアダプタ＊39：約192g キーボード：約390g　マウス：約65g＊38

ACアダプタ＊39：約240g キーボード：約390g　マウス：約65g＊38　ACアダプタ＊39：約192g キーボード：約560g　ACアダプタ＊39：約175g

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約9.0時間＊40 約11.6時間＊40 約5.9時間＊40 約2.0時間＊40 約2.3時間＊40 約8.0時間＊40 約7.8時間＊40

バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約3.5時間／約3.0時間＊41 約3.0時間／約2.5時間＊41 約2.4時間／約2.4時間＊41 約2.5時間／約2.5時間＊41 約2.4時間／約2.3時間＊41 約2.4時間／約2.4時間＊41

電源＊42＊43 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） リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz） 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＊44／最大時／スリープ時 約7.4W／約45W／約0.3W 約5.7W／約45W／約0.3W 約7.4W／約45W／約0.3W 約13W／約65W／約1W 約8.6W／約45W／約0.9W 約8.4W／約45W／約0.9W 約7.6W／約36W／約0.5W 約7.4W／約36W／約0.4W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊45 N区分 0.021（AAA） R区分 0.018（AAA） R区分 0.023（AAA） M区分 0.043（AAA） M区分 0.052（AAA） M区分 0.064（AAA） S区分 0.038（AAA） S区分 0.054（AA）
PCグリーンラベル（Ver. 13）＊46／電波障害対策 ★★★／VCCI ClassB ★★★／VCCI ClassB ★★★／VCCI ClassB
温湿度条件 5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 5～35℃、8～95%（ただし結露しないこと）
オフィスアプリ（インストールされている他のアプリ
はP.30をご覧ください） Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊47 Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊47 Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊47

主な添付品 マニュアル＊48、ACアダプタ マニュアル＊48、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用） マニュアル＊48、ACアダプタ、
デジタイザーペン、キーボード マニュアル＊48、ACアダプタ、キーボード

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。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。＊2：実際にOS
が使用可能な領域は一部制限されます。＊3：メモリの交換、増設はできません。＊4：増設メモリに
つきましては、P.39をご覧ください。＊5：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するもの
ではありません。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。＊6：容量が異なるメモリを装着した場合、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネ
ル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。＊7：最大メモリ容量にする場合、本体
に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（8GB）を2枚装着する必要がありま
す。＊8：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。＊9：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。＊10：1677万色表示は、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。＊11：最高解像度以外の解像度ではアスペクト比（画面縦横比）を
保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して

表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります（HSシリーズを除く）。
＊12：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。＊13：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。＊14：1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。＊15：初回起動
直後にWindowsシステムから認識される容量です。HFシリーズでは、Cドライブ、D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。その他のモデルでは、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。＊16：DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB 2.0接続）［DVD-R/+R 2層書
込み］ ＊17：ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作およ
び機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合がありま
す。＊18：ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働く
と、スムーズな再生ができない場合があります。＊19：ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵ス
ピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。＊20：
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）。＊21：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響する
ことがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。使用可能な最大距離は約10m
になります（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。キーボードの電池寿命は、コイ
ン型リチウム電池で約1年です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件に
よって異なる場合があります）。＊22：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響すること

があります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。＊23：使用可能な最大距離は約
10m、推奨動作距離は約3mになります。なお、ご使用方法や環境条件によって異なります。＊24：
マウスの電池寿命は、アルカリ電池で約10ヵ月です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使
用方法や環境条件によって異なる場合があります）。＊25：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。＊26：接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理
論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。＊27：パワーオフUSB充電
機能に対応したコネクタは1つになります。お使いの携帯端末や周辺機器によっては、パワーオフ
USB充電機能を使用できない場合があります。＊28：電源に接続している場合のみ使えます。
＊29：本体と接続していない状態ではご利用いただけません。＊30：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。＊31：高速
転送規格「UHS-I」及び「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェー
ス速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換
アダプタを利用した場合、「UHS-I」、「UHS-II」はサポートしておりません。＊32：「マルチメディア
カード（MMC）」はご利用できません。＊33：「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXC
メモリーカード」は、著作権保護機能（CPRM）に対応しています。「SDIOカード」には対応しており
ません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利

用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ
変換には対応しておりません。すべてのSDメモリーカード、SD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。＊34：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。＊35：「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。＊36：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。主な付属品を含みません。＊37：
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。＊38：乾電池の質量は含まれておりません。＊39：
電源コードの質量は含まれておりません。＊40：バッテリ駆動時間は、一般社団法人 電子情報技術
産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/
page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定しためやすの時間です。画面輝度、省電力や
ワイヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は
異なります。なお、詳しい測定条件は、ホームページ（http://121ware.com/catalog/）→ 各シ
リーズページ → 「仕様」をご覧ください。＊41：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。＊42：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。＊43：標準添
付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊44：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。＊45：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。
＊46：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。＊47：Office 365 サービスは、1年間無料でご利用いただけます。
＊48：マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。



●BD/DVD/CDドライブ仕様、ワイヤレスLAN仕様、Bluetooth®仕様につきましては、P.36をご覧ください。
http://121ware.com/catalog/商品の詳しい情報は

ホームページをご覧ください。
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■LAVIE Hybrid  仕様一覧  本体価格はすべてオープン価格です。型名と本体色につきましては、P.44-P.45「ラインアップ」をご覧ください。

LAVIE Hybrid ZERO LAVIE Hybrid Frista LAVIE Hybrid Standard
型名
型番

HZ750/CAB
PC-HZ750CAB

HZ650/CAシリーズ
PC-HZ650CAシリーズ

HZ550/CAB
PC-HZ550CAB

HF750/CAB
PC-HF750CAB

HF350/CAシリーズ
PC-HF350CAシリーズ

HF150/CAシリーズ
PC-HF150CAシリーズ

HS550/CAS
PC-HS550CAS

HS350/CAS
PC-HS350CAS

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

CPU

第5世代 インテル® Core™ 
i7-5500U プロセッサー 第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 第5世代 インテル® Core™ 

i7-5500U プロセッサー
第5世代 インテル® Core™ 
i3-5015U プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 
3215U インテル® Core™ M-71 プロセッサー インテル® Core™ M プロセッサー

動作周波数 2.40GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：最大3GHz）

2.20GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応：最大2.70GHz）

2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：最大3GHz） 2.10GHz 1.70GHz

1.20GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大2.90GHz）

0.80GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大2GHz）

コア数／スレッド数 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応）
キャッシュメモリ 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ）

メイン
メモリ＊2

標準容量／最大容量 8GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャ
ネル対応）／8GB＊3 4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB）／4GB＊3

8GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 
8GB×1、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応可能）／16GB＊4＊5

4GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応可能）／16GB＊4＊5＊6＊7 4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB、デュアルチャネル対応）／4GB＊3

スロット数 － SO-DIMMスロット×2［空き：1］ －

表示機能

内蔵ディスプレイ
13.3型ワイド フルフラット
スーパーシャインビューLED液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル）（WQHD）

13.3型ワイド フルフラット
スーパーシャインビューLED液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル）（Full HD）

13.3型ワイド LED液晶
（広視野角・高色純度・ノングレア）（WQHD）

15.6型ワイド フルフラットスーパー
シャインビューLED-EX2 IPS液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル）
（Full HD）

15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・タッチパネル）（Full HD）

11.6型ワイド フルフラット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）（Full HD）

LCDドット抜けの割合＊8 0.00010%以下 0.00018%以下 0.00010%以下 0.00013%以下 0.00008%以下

表
示
色（
解
像
度
）＊9

内蔵ディスプレイ＊11

最大1677万色＊10

（2560×1440ドット、1920×1080ドット、1680×1050
ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×
800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）

最大1677万色＊10

（1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900
ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、
1280×768ドット、1024×768ドット）

最大1677万色＊10

（2560×1440ドット、1920×1080ドット、1680×1050
ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、
1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）

最大1677万色＊10（1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、
1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）

最大1677万色＊10（1920×1080ドット、1680×1050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、
1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）

別売の外付けディスプレイ
接続時（HDMI接続時）＊12

最大1677万色（3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：3840×2160p（24/30Hz）、1080p、1080i

最大1677万色（3840×2160ドット、1920×1080ドット、
1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：3840×2160p（24/30Hz）、1080p、1080i

最大1677万色（1920×1080ドット、
1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：1080p、1080i

最大1677万色（1920×1080ドット、1680×1050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、
1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：1080p、1080i

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 5500 インテル® HD グラフィックス 5500 インテル® HD グラフィックス インテル® HD グラフィックス 5300
グラフィックスメモリ
（メインメモリと共用）＊13 最大4183MB 最大2135MB 最大4181MB 最大2133MB 最大2125MB

ストレージ

HDD/SSD＊14 SSD 約128GB（Serial ATA） HDD 約1TB（Serial ATA、5400回転/分） SSD 約128GB（Serial ATA）

Windows
システムから
認識される
容量＊15

Cドライブ／
空き容量 約117GB／約72GB 約117GB／約76GB 約865GB／約811GB 約865GB／約815GB 約865GB／約818GB 約117GB／約75GB
Dドライブ／
空き容量 － 約65GB／約65GB －

BD/DVD/CDドライブ
（詳細はP.36をご覧ください） －【別売、専用オプション（DVDスーパーマルチドライブ、型番：PC-AC-DU007C）＊16】 ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

（BDXL™ 対応）＊17＊18
DVDスーパーマルチドライブ
［DVD-R/+R 2層書込み］ －

サウンド スピーカ 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W） 内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W） ステレオスピーカ（0.7W+0.7W）
サウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® High Defi nition Audio準拠、RealTek社製 ALC286S搭載 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® High Defi nition Audio準拠、RealTek社製 ALC286S搭載 インテル® Smart Sound Technology、RealTek社製 ALC286搭載

通信機能

LAN － 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 －

ワイヤレスLAN／Bluetooth® 
（詳細はP.36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）、
インテル® WiDi対応／Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

11ac（433Mbps）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® テクノロジー本体内蔵
（Ver.4.0）

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）、
インテル® WiDi対応／Bluetooth® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

入力装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ18mm＊20、キーストローク1.2mm）、JIS標準配列（85キー） Bluetooth® キーボード＊21（本体収納式）
［キーピッチ17.8mm＊20、キーストローク1.7mm、JIS標準配列（103キー、テンキー付き）］

キーボード（キーピッチ18.5mm＊20、キーストローク1.8mm）、
JIS標準配列（88キー）

マウス － Bluetooth® レーザーマウス＊22＊23＊24（横チルト機能付き＊25） －

ポインティングデバイス 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NXパッド＊25 －
デジタイザーペン（電磁誘導方式）、
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）＊25

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）＊25

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 － タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 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 － 音量ボタン/画面回転ボタン、Windowsボタン 音量ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン

Webカメラ／マイク HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵
本体前面: Full HD解像度（1080p）対応カメラ、有効画素数 約200万画素
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 3.0×2＊26（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊27） USB 3.0×2＊26（パソコン本体右側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き＊27＊28） USB 3.0×1、USB 2.0×1（キーボードに搭載）＊29

通信・映像・サウンド関連 HDMI出力端子×1＊12、ヘッドフォンマイクジャック×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）＊30
LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊12、ヘッドフォンマイクジャック×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）＊30
Micro HDMI出力端子×1＊12、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）＊30

メモリーカードスロット SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊31＊32＊33 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊31＊32＊33 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＊34＊35

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 － － 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） 319（W）×217（D）×16.9（H）mm 319（W）×212（D）×16.9（H）mm 380（W）×160（D）×286（H）mm（ディスプレイ最小傾斜時）
380（W）×270（D）×39.9（H）mm（ディスプレイ最大傾斜（水平）時）

301.1（W）×192.5（D）×9.6（H）mm
301.4（W）×216.7（D）×17.4～26.4（H）mm（キーボードに設置し閉じた場合）

その他 － キーボード：330（W）×142.5（D）×7.0（H）mm キーボード：301.4（W）×215.7（D）×26.4（H）mm（突起部、バンプ部除く）

質量
本体（内蔵バッテリパック含む）＊36 約926g＊37 約779g＊37 約2.8kg（キーボード含む）＊37 約822g＊37 約795g＊37

その他 ACアダプタ＊39：約192g キーボード：約390g　マウス：約65g＊38

ACアダプタ＊39：約240g キーボード：約390g　マウス：約65g＊38　ACアダプタ＊39：約192g キーボード：約560g　ACアダプタ＊39：約175g

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約9.0時間＊40 約11.6時間＊40 約5.9時間＊40 約2.0時間＊40 約2.3時間＊40 約8.0時間＊40 約7.8時間＊40

バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約3.5時間／約3.0時間＊41 約3.0時間／約2.5時間＊41 約2.4時間／約2.4時間＊41 約2.5時間／約2.5時間＊41 約2.4時間／約2.3時間＊41 約2.4時間／約2.4時間＊41

電源＊42＊43 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） リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz） 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＊44／最大時／スリープ時 約7.4W／約45W／約0.3W 約5.7W／約45W／約0.3W 約7.4W／約45W／約0.3W 約13W／約65W／約1W 約8.6W／約45W／約0.9W 約8.4W／約45W／約0.9W 約7.6W／約36W／約0.5W 約7.4W／約36W／約0.4W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊45 N区分 0.021（AAA） R区分 0.018（AAA） R区分 0.023（AAA） M区分 0.043（AAA） M区分 0.052（AAA） M区分 0.064（AAA） S区分 0.038（AAA） S区分 0.054（AA）
PCグリーンラベル（Ver. 13）＊46／電波障害対策 ★★★／VCCI ClassB ★★★／VCCI ClassB ★★★／VCCI ClassB
温湿度条件 5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 5～35℃、8～95%（ただし結露しないこと）
オフィスアプリ（インストールされている他のアプリ
はP.30をご覧ください） Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊47 Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊47 Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊47

主な添付品 マニュアル＊48、ACアダプタ マニュアル＊48、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用） マニュアル＊48、ACアダプタ、
デジタイザーペン、キーボード マニュアル＊48、ACアダプタ、キーボード

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。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。＊2：実際にOS
が使用可能な領域は一部制限されます。＊3：メモリの交換、増設はできません。＊4：増設メモリに
つきましては、P.39をご覧ください。＊5：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するもの
ではありません。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。＊6：容量が異なるメモリを装着した場合、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネ
ル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。＊7：最大メモリ容量にする場合、本体
に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（8GB）を2枚装着する必要がありま
す。＊8：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。＊9：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。＊10：1677万色表示は、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。＊11：最高解像度以外の解像度ではアスペクト比（画面縦横比）を
保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して

表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります（HSシリーズを除く）。
＊12：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。＊13：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。＊14：1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。＊15：初回起動
直後にWindowsシステムから認識される容量です。HFシリーズでは、Cドライブ、D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。その他のモデルでは、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。＊16：DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB 2.0接続）［DVD-R/+R 2層書
込み］ ＊17：ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作およ
び機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合がありま
す。＊18：ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働く
と、スムーズな再生ができない場合があります。＊19：ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵ス
ピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。＊20：
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）。＊21：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響する
ことがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。使用可能な最大距離は約10m
になります（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。キーボードの電池寿命は、コイ
ン型リチウム電池で約1年です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件に
よって異なる場合があります）。＊22：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響すること

があります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。＊23：使用可能な最大距離は約
10m、推奨動作距離は約3mになります。なお、ご使用方法や環境条件によって異なります。＊24：
マウスの電池寿命は、アルカリ電池で約10ヵ月です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使
用方法や環境条件によって異なる場合があります）。＊25：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。＊26：接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理
論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。＊27：パワーオフUSB充電
機能に対応したコネクタは1つになります。お使いの携帯端末や周辺機器によっては、パワーオフ
USB充電機能を使用できない場合があります。＊28：電源に接続している場合のみ使えます。
＊29：本体と接続していない状態ではご利用いただけません。＊30：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。＊31：高速
転送規格「UHS-I」及び「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェー
ス速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換
アダプタを利用した場合、「UHS-I」、「UHS-II」はサポートしておりません。＊32：「マルチメディア
カード（MMC）」はご利用できません。＊33：「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXC
メモリーカード」は、著作権保護機能（CPRM）に対応しています。「SDIOカード」には対応しており
ません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利

用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ
変換には対応しておりません。すべてのSDメモリーカード、SD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。＊34：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。＊35：「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。＊36：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。主な付属品を含みません。＊37：
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。＊38：乾電池の質量は含まれておりません。＊39：
電源コードの質量は含まれておりません。＊40：バッテリ駆動時間は、一般社団法人 電子情報技術
産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/
page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定しためやすの時間です。画面輝度、省電力や
ワイヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は
異なります。なお、詳しい測定条件は、ホームページ（http://121ware.com/catalog/）→ 各シ
リーズページ → 「仕様」をご覧ください。＊41：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。＊42：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。＊43：標準添
付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊44：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。＊45：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。
＊46：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。＊47：Office 365 サービスは、1年間無料でご利用いただけます。
＊48：マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。



●TV仕様、BD/DVD/CDドライブ仕様、ワイヤレスLAN仕様、Bluetooth®仕様、添付ディスプレイ仕様につきましては、P.36-P.37をご覧ください。
http://121ware.com/catalog/商品の詳しい情報は

ホームページをご覧ください。
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■LAVIE Note / Desk  仕様一覧  本体価格はすべてオープン価格です。型名と本体色につきましては、P.46-P.47「ラインアップ」をご覧ください。

LAVIE Note Standard LAVIE Desk All-in-one LAVIE Desk Tower
型名
型番

NS850/CAB
PC-NS850CAB

NS750/CAシリーズ
PC-NS750CAシリーズ

NS700/CAシリーズ
PC-NS700CAシリーズ

NS550/CAシリーズ
PC-NS550CAシリーズ

NS350/CAシリーズ
PC-NS350CAシリーズ

NS150/CAシリーズ
PC-NS150CAシリーズ

NS100/C2W
PC-NS100C2W

NS100/C1W
PC-NS100C1W

DA970/CAB
PC-DA970CAB

DA770/CAシリーズ
PC-DA770CAシリーズ

DA570/CAB
PC-DA570CAB

DA370/CAシリーズ
PC-DA370CAシリーズ

DA350/CAW
PC-DA350CAW

DT750/CAW
PC-DT750CAW

DT150/CAW
PC-DT150CAW

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

CPU

第6世代 インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー
第6世代 インテル® 
Core™ i5-6200U 
プロセッサー

第6世代 インテル® 
Core™ i3-6100U 
プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 第5世代 インテル® Core™ 
i7-5557U プロセッサー

第5世代 インテル® Core™ 
i7-5500U プロセッサー

第5世代 インテル® Core™ 
i5-5200U プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 第4世代 インテル® Core™ 

i7-4790 プロセッサー
第4世代 インテル® Core™ 
i3-4170 プロセッサー

動作周波数 2.50GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応：最大3.10GHz）

2.30GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大2.80GHz）

2.30GHz 1.70GHz
3.10GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大3.40GHz）

2.40GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大3GHz）

2.20GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大2.70GHz）

1.70GHz
3.60GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大4GHz）

3.70GHz

コア数／スレッド数 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド 4コア／8スレッド（インテル® ハイパー
スレッディング・テクノロジーに対応）

2コア／4スレッド（インテル® ハイパー
スレッディング・テクノロジーに対応）

キャッシュメモリ 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 8MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ）
システムバス／チップセット － － 5GT/s DMI＊2／インテル® B85 Express 

チップセット

メイン
メモリ
＊3＊4＊5

標準容量／最大容量
8GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 
4GB×2、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応）／
16GB＊6＊7

8GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、
PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能）／16GB

4GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応可能）／16GB＊6＊7

8GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応可能）／16GB

4GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能）
／16GB＊6＊7

8GB（DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、
PC3-12800対応、デュアルチャネル対応）／
32GB＊6＊8＊9

4GB（DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×1、
PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能）
／32GB＊6＊8＊9

スロット数 SO-DIMMスロット×2［空き：0］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］ DIMMスロット×4［空き：2］ DIMMスロット×4［空き：3］

表示機能

ディスプレイ
15.6型ワイド フルフラットスーパー
シャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度・
タッチパネル）（Ultra HD 4K）

15.6型ワイド フルフラット
スーパーシャインビューLED-EX2 
IPS液晶（広視野角・高色純度・
タッチパネル）（Full HD）

15.6型ワイド 
スーパーシャインビューLED IPS液晶 
（広視野角）（Full HD）

15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 23.8型ワイド狭額縁 スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高色純度）（Full HD）

21.5型ワイド フルフラットスーパー
シャインビューLED IPS液晶（広視野角・
高色純度・タッチパネル）（Full HD）

21.5型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高色純度）（Full HD）

23型ワイド LED IPS液晶
［F23W4A-T］
（広視野角・高色純度・ノングレア）（Full HD）

19.5型ワイド LED IPS液晶 
［F20W1A］
（広視野角・高色純度・ノングレア）

表示寸法（アクティブ表示エリア）／画素ピッチ － 527（W）×296（H）mm／0.274mm 476（W）×267（H）mm／0.247mm 509（W）×286（H）mm／
0.265（H）×0.265（V）mm

433（W）×236（H）mm／
0.271（H）×0.262（V）mm

LCDドット抜けの割合＊10 0.00007%以下 0.00013%以下 0.00026%以下 0.00013%以下 0.00013%以下 0.00019%以下

表
示
色（
解
像
度
） ＊11

ディスプレイ＊12

最大1677万色＊13（3840×2160
ドット、1920×1080ドット、1680
×1050ドット、1440×900ドット、
1280×1024ドット、1280×800
ドット、1280×768ドット、1024×
768ドット）

最大1677万色＊13（1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×
900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドッ
ト、1024×768ドット）

最大1677万色＊13（1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット） 最大1677万色（1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）
最大約1677万色＊14

（1920×1080ドット、1280×
1024ドット、1280×768ドット、
1024×768ドット）

最大約1677万色＊14

（1600×900ドット、1280×768
ドット、1024×768ドット）

別売の外付けディスプレイ接続時 HDMI接続時＊15：最大1677万色（3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：3840×2160p（24/30Hz）、1080p、1080i

HDMI接続時＊15：最大1677万色（1920×1080ドット、
1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：1080p、1080i

HDMI接続時＊15：最大1677万色（3840×2160ドット、
1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：3840×2160p（24/30Hz）、1080p、1080i

－

デジタルディスプレイ（DVI-D接続時）：最大1677万色（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、1280×1024ドット、1280×768ドット、
1024×768ドット）＊16＊17
アナログディスプレイ：最大1677万色（1680×1050ドット、1600×1200ドット、1600×900ドット、
1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）＊17
DisplayPort接続時：最大1677万色（1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット）＊17

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 520 インテル® HD グラフィックス インテル® Iris™ グラフィックス 6100 インテル® HD グラフィックス 5500 インテル® HD グラフィックス インテル® HD グラフィックス 4600 インテル® HD グラフィックス 4400
グラフィックスメモリ（メインメモリと共用）＊18 最大4176MB 最大2129MB 最大2133MB 最大4183MB 最大2133MB 最大4168MB 最大2120MB

ストレージ

HDD＊19 約1TB SSHD［HDD（Serial ATA、5400回転/分）+
NAND型フラッシュメモリ＊20］ 約1TB（Serial ATA、5400回転/分） 約500GB（Serial ATA、5400回転/分） 約4TB（Serial ATA、5400回転/分） 約3TB（Serial ATA、5400回転/分） 約1TB（Serial ATA、高速7200回転/分） 約3TB（Serial ATA、5400回転/分）約1TB（Serial ATA、高速7200回転/分）

Windowsシステム
から認識される
容量＊21

Cドライブ／空き容量 約865GB／約799GB 約865GB／約812GB 約865GB／約816GB 約865GB／約819GB 約399GB／約355GB 約399GB／約357GB 約3659GB／約3593GB 約2728GB／約2674GB 約865GB／約815GB 約865GB／約821GB 約2728GB／約2677GB 約865GB／約823GB

Dドライブ／空き容量 約65GB／約65GB 約65GB／約65GB 約65GB／約65GB
BD/DVD/CDドライブ
（詳細はP.36をご覧ください） ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊22＊23 DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊22 DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパー

マルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊22
DVDスーパーマルチドライブ
［DVD-R/+R 2層書込み］

サウンド
スピーカ

ヤマハ製 2.1chステレオスピーカ内蔵
［スピーカ 2W＋2W、
ウ－ファ 4W（FR-Port™方式搭載＊24）］

内蔵ステレオスピーカ（2W＋2W） 内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W） ヤマハ製 2.1chステレオスピーカ内蔵
［スピーカ 3W＋3W、ウ－ファ 6W（FR-Port™方式搭載＊24）］ ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵［2W+2W（FR-Port™方式搭載＊24）］ 添付の液晶ディスプレイに内蔵

（ステレオ（2W＋2W））
添付の液晶ディスプレイに内蔵
（ステレオ（1W＋1W））

サウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊25、インテル® High Defi nition Audio準拠、RealTek社製 ALC286S搭載
ヤマハ製 AudioEngine™機能
搭載＊25、インテル® High 
Defi nition Audio準拠、
RealTek社製 ALC282搭載

インテル® High Defi nition Audio準拠、
RealTek社製 ALC282搭載 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊25、インテル® High Defi nition Audio準拠、RealTek社製 ALC668搭載 インテル® High Defi nition Audio準拠、

RealTek社製 ALC662搭載

通信
機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 100BASE-TX/10BASE-T対応 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
ワイヤレスLAN／Bluetooth®
（詳細はP.36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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

11ac（433Mbps）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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

11ac（433Mbps）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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0） －

NFC NFCポート本体内蔵＊26 － － －
拡張スロット － － PCI Express x16スロット＊27（ロープロファイル）×1［空き：1］、PCI Express x1スロット

（Generation2対応、ロープロファイル）×2［空き：2］、PCIスロット（ロープロファイル）×1［空き：1］

ベイ － － 5型ベイ：1スロット（光学ドライブで占有済）［空き：0］、
内蔵3.5型ベイ：1スロット（ハードディスクドライブで占有済）［空き：0］

TV機能（詳細はP.37をご覧ください） － 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル
放送対応（4チューナ搭載）＊28＊29

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル
放送対応（ダブルチューナ搭載）＊28＊29

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応
（シングルチューナ搭載）＊28＊29 － －

入力装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ19mm＊30、キーストローク2.0mm）、JIS標準配列（106キー、テンキー付き）＊31
本体一体型（キーピッチ
18.7mm＊30、キーストローク
1.7mm）、JIS標準配列（105
キー、テンキー付き）＊31

本体一体型（キーピッチ18.7mm＊30、
キーストローク1.7mm）、
JIS標準配列（105キー、テンキー付き）  

ワイヤレスキーボード＊32＊33＊34

［109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き］　
PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタート
ボタン（マイ チョイス、ソフト）、ECOボタン、ズームボタン付き）

マウス／リモコン Bluetooth® レーザーマウス＊32＊34＊35（横チルト機能付き＊36）／－ － ワイヤレスレーザーマウス＊32＊34＊35（横チルト機能付き＊36）／無線リモコン＊34（パッド付き＊36＊37） ワイヤレスレーザーマウス＊32＊34＊35

（横チルト機能付き＊36）／－ USBレーザーマウス（横チルト機能付き＊36）／－

ポインティングデバイス 手書き入力＊38/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NXパッド＊36 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NXパッド＊36 － －

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 － － タッチパネル（静電容量方式）、
マルチタッチ対応 － －

ボタン ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）、
画面ON/OFFボタン、＋/－ボタン ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト） － 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、外部入力切換ボタン 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン －

Webカメラ／マイク
インテル® RealSense™ 3D
カメラ＊39  Full HD解像度（1080p）
対応カメラ、有効画素数200万
画素／ステレオマイク内蔵

HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、
有効画素数92万画素／モノラルマイク内蔵

インテル® RealSense™ 3Dカメラ＊39
Full HD解像度（1080p）対応カメラ、有効画素
数200万画素／ステレオマイク内蔵

HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 －

外部
インター
フェイス

USB＊40 USB 3.0×3＊41（パソコン本体左側面のコネクタに
パワーオフUSB充電機能付き＊42＊43）、USB 2.0×1

USB 3.0×2＊41（パソコン本体左側面のコネクタに
パワーオフUSB充電機能付き＊42＊43）、USB 2.0×1 USB 3.0×2＊41、USB 2.0×1 USB 3.0×3＊41（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊42＊43）、

USB 2.0×2
USB 3.0×2＊41（パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き＊42＊43）、
USB 2.0×4＊44 USB 3.0×4＊41、USB 2.0×4

通信・映像・サウンド関連 LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊15、ヘッドフォンマイクジャック×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）＊45
LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊15、HDMI入力端子×1［1080p/1080i/720p/480p］、
ヘッドフォンマイクジャック×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）＊45

LAN（RJ45）×1、マイク入力×1＊46、ヘッドフォン出力×1（ライン出力と共用）
LAN（RJ45）×1、DisplayPort×1＊47＊48、ミニD-sub15ピン×1、D-sub9ピン×1、
ミニDIN6ピン×2＊49、マイク入力×2＊46、ヘッドフォン出力×1、ライン入力×1、
ライン出力×1＊50

メモリーカードスロット SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカード）スロット×1＊51＊52＊53 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊52＊53＊54 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）

スロット×1＊51＊52＊53 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊52＊53＊54 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカード）スロット×1＊52＊55 －

TV － 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、miniB-CASカードスロット×1 － －

外形
寸法

本体（突起部、バンプ部除く） 382（W）×270（D）×26.2（H）mm 382（W）×270（D）×25.7（H）mm 385.6（W）×258（D）×22.6（H）mm
544（W）×250（D）×435／461（H）mm
　（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時／利用時）
547（W）×301（D）×460（H）mm
　（本体可動範囲寸法）

544（W）×250（D）×435／447（H）mm
　（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時／利用時）
547（W）×301（D）×446（H）mm
　（本体可動範囲寸法）

527（W）×190（D）×432（H）mm（ディスプレイ最小傾斜時）
527（W）×270（D）×415（H）mm（ディスプレイ最大傾斜時）

97（W）×405（D）×333（H）mm＊56

147（W）×414（D）×375（H）mm（スタビライザ設置時）
※標準添付ディスプレイの寸法は、P.37をご覧ください。

その他 － キーボード：386（W）×146（D）×27.2（H）mm　リモコン：67.5（W）×196.5（D）×22（H）mm キーボード：386（W）×146（D）×27.2（H）mm キーボード：392（W）×154（D）×32（H）mm

質量
本体（標準バッテリパック含む）＊57 約2.7kg＊59 約2.5kg＊59 約2.4kg（バッテリ：約235g） 約10.9kg 約10.8kg 約9.4kg 約8.7kg 約8.5kg 測定中＊71

その他 マウス：約65g＊58　ACアダプタ＊60：約192g マウス：約65g＊58　
ACアダプタ＊60：約192g ACアダプタ＊60：約192g キ－ボード：約660g＊58　マウス：約65g＊58　リモコン：約175g＊58 キ－ボード：約660g＊58

マウス：約65g＊58　 キーボード：約750g　マウス：約90g

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約4.0時間＊61 約4.3時間＊61 約5.6時間＊61 約5.7時間＊61 約6.2時間＊61 － －
バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約4.5時間／約4.5時間＊62 約3.1時間／約2.8時間＊62 － －
電源 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）＊63＊64 AC100V±10%、50/60Hz AC100V±10%、50/60Hz
消費電力 標準時＊65／最大時／スリープ時 約14W／約45W／約0.6W 約9.2W／約45W／約0.6W 約9W／約45W／約0.5W 約7.9W／約45W／約0.5W 約6.4W／約45W／約0.4W 約6.6W／約45W／約0.4W 約42W／約90W／約2.3W 約37W／約90W／約2.3W 約35W／約65W／約1.5W 約34W／約65W／約1.5W 約32W／約65W／約1.5W 測定中＊71

省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊66 M区分 0.031（AAA） M区分 0.030（AAA） M区分 0.021（AAA） M区分 0.023（AAA） M区分 0.027（AAA） M区分 0.043（AAA） M区分 0.044（AAA） T区分 0.073（AA） T区分 0.081（AA） T区分 0.060（AA） T区分 0.095（AA） －＊67 測定中＊71

PCグリーンラベル（Ver. 13）＊68／電波障害対策 ★★★／VCCI ClassB ★★☆／VCCI ClassB 測定中＊71／VCCI ClassB
温湿度条件 5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
オフィスアプリ（インストールされている他のアプリ
はP.30をご覧ください） Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊69

Offi  ce Personal 
Premium プラス Offi  ce 
365 サービス＊69

Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊69 Offi  ce Personal Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊69 Offi  ce Home & Business Premium 
プラス Offi  ce 365 サービス＊69

Offi  ce Personal Premium 
プラス Offi  ce 365 サービス＊69

主な添付品 マニュアル＊70、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用） マニュアル＊70、ACアダプタ マニュアル＊70、ACアダプタ、miniB-CASカード、無線リモコン、乾電池（単三アルカリ：6本 キーボード・マウス・リモコン用） マニュアル＊70、ACアダプタ、乾電池
（単三アルカリ：4本 キーボード・マウス用） マニュアル＊70、電源コード、DisplayPort-DVI-D変換アダプタ

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。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。＊2：DMIはDirect 
Media Interfaceの略です。＊3：増設メモリにつきましては、P.39をご覧ください。＊4：他メーカ製の
増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。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。＊5：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されま
す。＊6：容量が異なるメモリを装着した場合、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動
作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。＊7：最大メモリ容量にする場合、本体に標
準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（8GB）を2枚装着する必要があります。
＊8：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ
（8GB）を4枚装着する必要があります。＊9：メモリ3枚に増設した場合、一部の容量がデュアルチャ
ネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となります。＊10：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。＊11：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。＊12：最
高解像度以外の解像度ではアスペクト比（画面縦横比）を保つために画面の左右または上下左右が
黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて
表示される場合があります。＊13：1677万色表示は、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。＊14：本体添付ディスプレイのフレームレートコントロールにより実現。＊15：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。＊16：本体添付の変
換アダプタを使用した場合。＊17：グラフィックアクセラレータがサポートする表示モードです。実際
に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、1920×1080ドット、1680×
1050ドット、1600×900ドット、1440×900ドットの解像度についてはNEC製ワイドディスプレイで
のみ動作検証を行っております。＊18：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。＊19：1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
＊20：NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用し、アプリとファイルへの高速アクセ
スを可能にし、待ち時間を短縮します。お客様のデータなどの保存用には使用できません。＊21：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、D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。＊22：ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっ
ては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場
合があります。＊23：ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機
能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。＊24：FR-Port™はヤマハ特許の低音再生
技術です。＊25：ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマ
イク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。＊26：NFC機能は、すべてのNFC機器に対して動
作を保証するものではありません。NFC機器の動作環境と接続の可否を確認してください。FeliCa
の機能は使用できません。＊27：抜け防止ロック機構付き。＊28：出荷時の解像度／色数以外ではTV
機能を利用できません。クローンモードによる画面出力には対応していません。＊29：BS・110度CS
デジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合が
あります。詳細は、ホームページ（http://121ware.com/catalog/dtv/）で、事前にご確認くださ
い。＊30：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）。＊31：光沢度を出すために光沢塗料を塗布しております。
本塗料は、紫外線（直射日光など）などの影響や長期間の使用に伴い変色する恐れがありますが、
キーボードの機能としては問題ありません。＊32：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影
響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。＊33：キーボードの電池寿
命は、アルカリ電池で約2年です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件に
よって異なる場合があります）。＊34：使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離は約3mになり

ます。なお、ご使用方法や環境条件によって異なります。＊35：マウスの電池寿命は、アルカリ電池で
約10ヵ月です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合が
あります）。＊36：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。＊37：側
面にあるスイッチを切り替えてご使用ください。タッチパッドリモコンの電池寿命は、アルカリ電池で
約10ヶ月です（タッチパッド側を1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によっ
て異なる場合があります）。＊38：手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証す
るものではありません。＊39：このカメラの有効距離はインテル® RealSense™対応アプリの動作仕
様に則っています。また、実際の推奨動作距離はアプリによって異なります。＊40：DTシリーズの
USBコネクタの電源供給能力は、USB 3.0の場合、1コネクタあたりの動作時が最大900mA、USB 
2.0の場合、1コネクタあたりの動作時が最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の
電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続し
ないでください。＊41：接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対
応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。＊42：電源に接続している場合のみ使えます。
＊43：パワーオフUSB充電機能に対応したコネクタは1つになります。お使いの携帯端末や周辺機器
によっては、パワーオフUSB充電機能を使用できない場合があります。＊44：ハイパワーデバイスな
どのUSB対応機器を背面のUSB 2.0コネクタに接続して動作しなかった場合は、本体側面のUSB 
3.0コネクタをご利用ください。＊45：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。＊46：パソコン用マイクとして市販されている
コンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。＊47：本機のDisplayPort端子は添付の変換アダプ
タおよび添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。すべての外部ディスプレイとの動作

を保証するものではありません。＊48：ディスプレイとの接続には、本体添付のDisplayPort-DVI-D
変換アダプタをお使いください。＊49：本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行って
おります。＊50：ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。＊51：高速転送規格
「UHS-I」及び「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度及
び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換アダプタを
利用した場合、「UHS-I」、「UHS-II」はサポートしておりません。＊52：「マルチメディアカード（MMC）」
はご利用できません。＊53：「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」
は、著作権保護機能（CPRM）に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSD
カード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。
microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応し
ておりません。すべてのSDメモリーカード、SD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。＊54：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Bus イン
ターフェース速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SD
カード変換アダプタを利用した場合、「UHS-I」はサポートしておりません。＊55：「SDメモリーカード」、
「SDHCメモリーカード」、「SDXC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。
「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、
SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカー
ド変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリー
カード」の高速転送規格「UHS-I」には対応しておりません。すべてのSDメモリーカード、SD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。＊56：本機を横置きにしてのご使用はサ
ポートしておりません。＊57：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。主な付属品を含み

ません。＊58：乾電池の質量は含まれておりません。＊59：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。＊60：電源コードの質量は含まれておりません。＊61：バッテリ駆動時間は、一般社団法人 電子情
報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/
page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定しためやすの時間です。画面輝度、省電力やワ
イヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異な
ります。なお、詳しい測定条件は、ホームページ（http://121ware.com/catalog/）→ 各シリーズ
ページ → 「仕様」をご覧ください。＊62：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。＊63：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。＊64：標準添付されてい
る電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊65：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。＊66：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。＊67：本製品は省エネ法の対
象外です。＊68：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。＊69：Offi  ce 365 サービスは、1年間無料でご利用いただけます。＊70：
マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。＊71：最新情報につきましては、ホームページ
（http://121ware.com/lavie/dt→仕様）をご覧ください。



●TV仕様、BD/DVD/CDドライブ仕様、ワイヤレスLAN仕様、Bluetooth®仕様、添付ディスプレイ仕様につきましては、P.36-P.37をご覧ください。
http://121ware.com/catalog/商品の詳しい情報は

ホームページをご覧ください。
34 35

■LAVIE Note / Desk  仕様一覧  本体価格はすべてオープン価格です。型名と本体色につきましては、P.46-P.47「ラインアップ」をご覧ください。

LAVIE Note Standard LAVIE Desk All-in-one LAVIE Desk Tower
型名
型番

NS850/CAB
PC-NS850CAB

NS750/CAシリーズ
PC-NS750CAシリーズ

NS700/CAシリーズ
PC-NS700CAシリーズ

NS550/CAシリーズ
PC-NS550CAシリーズ

NS350/CAシリーズ
PC-NS350CAシリーズ

NS150/CAシリーズ
PC-NS150CAシリーズ

NS100/C2W
PC-NS100C2W

NS100/C1W
PC-NS100C1W

DA970/CAB
PC-DA970CAB

DA770/CAシリーズ
PC-DA770CAシリーズ

DA570/CAB
PC-DA570CAB

DA370/CAシリーズ
PC-DA370CAシリーズ

DA350/CAW
PC-DA350CAW

DT750/CAW
PC-DT750CAW

DT150/CAW
PC-DT150CAW

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

CPU

第6世代 インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー
第6世代 インテル® 
Core™ i5-6200U 
プロセッサー

第6世代 インテル® 
Core™ i3-6100U 
プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 第5世代 インテル® Core™ 
i7-5557U プロセッサー

第5世代 インテル® Core™ 
i7-5500U プロセッサー

第5世代 インテル® Core™ 
i5-5200U プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 第4世代 インテル® Core™ 

i7-4790 プロセッサー
第4世代 インテル® Core™ 
i3-4170 プロセッサー

動作周波数 2.50GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応：最大3.10GHz）

2.30GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大2.80GHz）

2.30GHz 1.70GHz
3.10GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大3.40GHz）

2.40GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大3GHz）

2.20GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大2.70GHz）

1.70GHz
3.60GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大4GHz）

3.70GHz

コア数／スレッド数 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド 4コア／8スレッド（インテル® ハイパー
スレッディング・テクノロジーに対応）

2コア／4スレッド（インテル® ハイパー
スレッディング・テクノロジーに対応）

キャッシュメモリ 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 8MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ）
システムバス／チップセット － － 5GT/s DMI＊2／インテル® B85 Express 

チップセット

メイン
メモリ
＊3＊4＊5

標準容量／最大容量
8GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 
4GB×2、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応）／
16GB＊6＊7

8GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、
PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能）／16GB

4GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応可能）／16GB＊6＊7

8GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3L-12800対応、
デュアルチャネル対応可能）／16GB

4GB（DDR3L SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能）
／16GB＊6＊7

8GB（DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、
PC3-12800対応、デュアルチャネル対応）／
32GB＊6＊8＊9

4GB（DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×1、
PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能）
／32GB＊6＊8＊9

スロット数 SO-DIMMスロット×2［空き：0］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］ DIMMスロット×4［空き：2］ DIMMスロット×4［空き：3］

表示機能

ディスプレイ
15.6型ワイド フルフラットスーパー
シャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度・
タッチパネル）（Ultra HD 4K）

15.6型ワイド フルフラット
スーパーシャインビューLED-EX2 
IPS液晶（広視野角・高色純度・
タッチパネル）（Full HD）

15.6型ワイド 
スーパーシャインビューLED IPS液晶 
（広視野角）（Full HD）

15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 23.8型ワイド狭額縁 スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高色純度）（Full HD）

21.5型ワイド フルフラットスーパー
シャインビューLED IPS液晶（広視野角・
高色純度・タッチパネル）（Full HD）

21.5型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高色純度）（Full HD）

23型ワイド LED IPS液晶
［F23W4A-T］
（広視野角・高色純度・ノングレア）（Full HD）

19.5型ワイド LED IPS液晶 
［F20W1A］
（広視野角・高色純度・ノングレア）

表示寸法（アクティブ表示エリア）／画素ピッチ － 527（W）×296（H）mm／0.274mm 476（W）×267（H）mm／0.247mm 509（W）×286（H）mm／
0.265（H）×0.265（V）mm

433（W）×236（H）mm／
0.271（H）×0.262（V）mm

LCDドット抜けの割合＊10 0.00007%以下 0.00013%以下 0.00026%以下 0.00013%以下 0.00013%以下 0.00019%以下

表
示
色（
解
像
度
） ＊11

ディスプレイ＊12

最大1677万色＊13（3840×2160
ドット、1920×1080ドット、1680
×1050ドット、1440×900ドット、
1280×1024ドット、1280×800
ドット、1280×768ドット、1024×
768ドット）

最大1677万色＊13（1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×
900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドッ
ト、1024×768ドット）

最大1677万色＊13（1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット） 最大1677万色（1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）
最大約1677万色＊14

（1920×1080ドット、1280×
1024ドット、1280×768ドット、
1024×768ドット）

最大約1677万色＊14

（1600×900ドット、1280×768
ドット、1024×768ドット）

別売の外付けディスプレイ接続時 HDMI接続時＊15：最大1677万色（3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：3840×2160p（24/30Hz）、1080p、1080i

HDMI接続時＊15：最大1677万色（1920×1080ドット、
1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：1080p、1080i

HDMI接続時＊15：最大1677万色（3840×2160ドット、
1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット）
対応映像方式：3840×2160p（24/30Hz）、1080p、1080i

－

デジタルディスプレイ（DVI-D接続時）：最大1677万色（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、1280×1024ドット、1280×768ドット、
1024×768ドット）＊16＊17
アナログディスプレイ：最大1677万色（1680×1050ドット、1600×1200ドット、1600×900ドット、
1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット）＊17
DisplayPort接続時：最大1677万色（1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット）＊17

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 520 インテル® HD グラフィックス インテル® Iris™ グラフィックス 6100 インテル® HD グラフィックス 5500 インテル® HD グラフィックス インテル® HD グラフィックス 4600 インテル® HD グラフィックス 4400
グラフィックスメモリ（メインメモリと共用）＊18 最大4176MB 最大2129MB 最大2133MB 最大4183MB 最大2133MB 最大4168MB 最大2120MB

ストレージ

HDD＊19 約1TB SSHD［HDD（Serial ATA、5400回転/分）+
NAND型フラッシュメモリ＊20］ 約1TB（Serial ATA、5400回転/分） 約500GB（Serial ATA、5400回転/分） 約4TB（Serial ATA、5400回転/分） 約3TB（Serial ATA、5400回転/分） 約1TB（Serial ATA、高速7200回転/分） 約3TB（Serial ATA、5400回転/分）約1TB（Serial ATA、高速7200回転/分）

Windowsシステム
から認識される
容量＊21

Cドライブ／空き容量 約865GB／約799GB 約865GB／約812GB 約865GB／約816GB 約865GB／約819GB 約399GB／約355GB 約399GB／約357GB 約3659GB／約3593GB 約2728GB／約2674GB 約865GB／約815GB 約865GB／約821GB 約2728GB／約2677GB 約865GB／約823GB

Dドライブ／空き容量 約65GB／約65GB 約65GB／約65GB 約65GB／約65GB
BD/DVD/CDドライブ
（詳細はP.36をご覧ください） ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊22＊23 DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊22 DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパー

マルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊22
DVDスーパーマルチドライブ
［DVD-R/+R 2層書込み］

サウンド
スピーカ

ヤマハ製 2.1chステレオスピーカ内蔵
［スピーカ 2W＋2W、
ウ－ファ 4W（FR-Port™方式搭載＊24）］

内蔵ステレオスピーカ（2W＋2W） 内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W） ヤマハ製 2.1chステレオスピーカ内蔵
［スピーカ 3W＋3W、ウ－ファ 6W（FR-Port™方式搭載＊24）］ ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵［2W+2W（FR-Port™方式搭載＊24）］ 添付の液晶ディスプレイに内蔵

（ステレオ（2W＋2W））
添付の液晶ディスプレイに内蔵
（ステレオ（1W＋1W））

サウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊25、インテル® High Defi nition Audio準拠、RealTek社製 ALC286S搭載
ヤマハ製 AudioEngine™機能
搭載＊25、インテル® High 
Defi nition Audio準拠、
RealTek社製 ALC282搭載

インテル® High Defi nition Audio準拠、
RealTek社製 ALC282搭載 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊25、インテル® High Defi nition Audio準拠、RealTek社製 ALC668搭載 インテル® High Defi nition Audio準拠、

RealTek社製 ALC662搭載

通信
機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 100BASE-TX/10BASE-T対応 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
ワイヤレスLAN／Bluetooth®
（詳細はP.36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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

11ac（433Mbps）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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0）

11ac（433Mbps）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® テクノロジー本体内蔵（Ver.4.0） －

NFC NFCポート本体内蔵＊26 － － －
拡張スロット － － PCI Express x16スロット＊27（ロープロファイル）×1［空き：1］、PCI Express x1スロット

（Generation2対応、ロープロファイル）×2［空き：2］、PCIスロット（ロープロファイル）×1［空き：1］

ベイ － － 5型ベイ：1スロット（光学ドライブで占有済）［空き：0］、
内蔵3.5型ベイ：1スロット（ハードディスクドライブで占有済）［空き：0］

TV機能（詳細はP.37をご覧ください） － 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル
放送対応（4チューナ搭載）＊28＊29

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル
放送対応（ダブルチューナ搭載）＊28＊29

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応
（シングルチューナ搭載）＊28＊29 － －

入力装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ19mm＊30、キーストローク2.0mm）、JIS標準配列（106キー、テンキー付き）＊31
本体一体型（キーピッチ
18.7mm＊30、キーストローク
1.7mm）、JIS標準配列（105
キー、テンキー付き）＊31

本体一体型（キーピッチ18.7mm＊30、
キーストローク1.7mm）、
JIS標準配列（105キー、テンキー付き）  

ワイヤレスキーボード＊32＊33＊34

［109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き］　
PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタート
ボタン（マイ チョイス、ソフト）、ECOボタン、ズームボタン付き）

マウス／リモコン Bluetooth® レーザーマウス＊32＊34＊35（横チルト機能付き＊36）／－ － ワイヤレスレーザーマウス＊32＊34＊35（横チルト機能付き＊36）／無線リモコン＊34（パッド付き＊36＊37） ワイヤレスレーザーマウス＊32＊34＊35

（横チルト機能付き＊36）／－ USBレーザーマウス（横チルト機能付き＊36）／－

ポインティングデバイス 手書き入力＊38/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NXパッド＊36 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NXパッド＊36 － －

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 － － タッチパネル（静電容量方式）、
マルチタッチ対応 － －

ボタン ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）、
画面ON/OFFボタン、＋/－ボタン ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト） － 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、外部入力切換ボタン 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン －

Webカメラ／マイク
インテル® RealSense™ 3D
カメラ＊39  Full HD解像度（1080p）
対応カメラ、有効画素数200万
画素／ステレオマイク内蔵

HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、
有効画素数92万画素／モノラルマイク内蔵

インテル® RealSense™ 3Dカメラ＊39
Full HD解像度（1080p）対応カメラ、有効画素
数200万画素／ステレオマイク内蔵

HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 －

外部
インター
フェイス

USB＊40 USB 3.0×3＊41（パソコン本体左側面のコネクタに
パワーオフUSB充電機能付き＊42＊43）、USB 2.0×1

USB 3.0×2＊41（パソコン本体左側面のコネクタに
パワーオフUSB充電機能付き＊42＊43）、USB 2.0×1 USB 3.0×2＊41、USB 2.0×1 USB 3.0×3＊41（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊42＊43）、

USB 2.0×2
USB 3.0×2＊41（パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き＊42＊43）、
USB 2.0×4＊44 USB 3.0×4＊41、USB 2.0×4

通信・映像・サウンド関連 LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊15、ヘッドフォンマイクジャック×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）＊45
LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊15、HDMI入力端子×1［1080p/1080i/720p/480p］、
ヘッドフォンマイクジャック×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）＊45

LAN（RJ45）×1、マイク入力×1＊46、ヘッドフォン出力×1（ライン出力と共用）
LAN（RJ45）×1、DisplayPort×1＊47＊48、ミニD-sub15ピン×1、D-sub9ピン×1、
ミニDIN6ピン×2＊49、マイク入力×2＊46、ヘッドフォン出力×1、ライン入力×1、
ライン出力×1＊50

メモリーカードスロット SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカード）スロット×1＊51＊52＊53 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊52＊53＊54 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）

スロット×1＊51＊52＊53 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊52＊53＊54 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカード）スロット×1＊52＊55 －

TV － 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、miniB-CASカードスロット×1 － －

外形
寸法

本体（突起部、バンプ部除く） 382（W）×270（D）×26.2（H）mm 382（W）×270（D）×25.7（H）mm 385.6（W）×258（D）×22.6（H）mm
544（W）×250（D）×435／461（H）mm
　（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時／利用時）
547（W）×301（D）×460（H）mm
　（本体可動範囲寸法）

544（W）×250（D）×435／447（H）mm
　（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時／利用時）
547（W）×301（D）×446（H）mm
　（本体可動範囲寸法）

527（W）×190（D）×432（H）mm（ディスプレイ最小傾斜時）
527（W）×270（D）×415（H）mm（ディスプレイ最大傾斜時）

97（W）×405（D）×333（H）mm＊56

147（W）×414（D）×375（H）mm（スタビライザ設置時）
※標準添付ディスプレイの寸法は、P.37をご覧ください。

その他 － キーボード：386（W）×146（D）×27.2（H）mm　リモコン：67.5（W）×196.5（D）×22（H）mm キーボード：386（W）×146（D）×27.2（H）mm キーボード：392（W）×154（D）×32（H）mm

質量
本体（標準バッテリパック含む）＊57 約2.7kg＊59 約2.5kg＊59 約2.4kg（バッテリ：約235g） 約10.9kg 約10.8kg 約9.4kg 約8.7kg 約8.5kg 測定中＊71

その他 マウス：約65g＊58　ACアダプタ＊60：約192g マウス：約65g＊58　
ACアダプタ＊60：約192g ACアダプタ＊60：約192g キ－ボード：約660g＊58　マウス：約65g＊58　リモコン：約175g＊58 キ－ボード：約660g＊58

マウス：約65g＊58　 キーボード：約750g　マウス：約90g

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約4.0時間＊61 約4.3時間＊61 約5.6時間＊61 約5.7時間＊61 約6.2時間＊61 － －
バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約4.5時間／約4.5時間＊62 約3.1時間／約2.8時間＊62 － －
電源 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）＊63＊64 AC100V±10%、50/60Hz AC100V±10%、50/60Hz
消費電力 標準時＊65／最大時／スリープ時 約14W／約45W／約0.6W 約9.2W／約45W／約0.6W 約9W／約45W／約0.5W 約7.9W／約45W／約0.5W 約6.4W／約45W／約0.4W 約6.6W／約45W／約0.4W 約42W／約90W／約2.3W 約37W／約90W／約2.3W 約35W／約65W／約1.5W 約34W／約65W／約1.5W 約32W／約65W／約1.5W 測定中＊71

省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊66 M区分 0.031（AAA） M区分 0.030（AAA） M区分 0.021（AAA） M区分 0.023（AAA） M区分 0.027（AAA） M区分 0.043（AAA） M区分 0.044（AAA） T区分 0.073（AA） T区分 0.081（AA） T区分 0.060（AA） T区分 0.095（AA） －＊67 測定中＊71

PCグリーンラベル（Ver. 13）＊68／電波障害対策 ★★★／VCCI ClassB ★★☆／VCCI ClassB 測定中＊71／VCCI ClassB
温湿度条件 5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
オフィスアプリ（インストールされている他のアプリ
はP.30をご覧ください） Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊69

Offi  ce Personal 
Premium プラス Offi  ce 
365 サービス＊69

Offi  ce Home & Business Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊69 Offi  ce Personal Premium プラス Offi  ce 365 サービス＊69 Offi  ce Home & Business Premium 
プラス Offi  ce 365 サービス＊69

Offi  ce Personal Premium 
プラス Offi  ce 365 サービス＊69

主な添付品 マニュアル＊70、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用） マニュアル＊70、ACアダプタ マニュアル＊70、ACアダプタ、miniB-CASカード、無線リモコン、乾電池（単三アルカリ：6本 キーボード・マウス・リモコン用） マニュアル＊70、ACアダプタ、乾電池
（単三アルカリ：4本 キーボード・マウス用） マニュアル＊70、電源コード、DisplayPort-DVI-D変換アダプタ

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。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。＊2：DMIはDirect 
Media Interfaceの略です。＊3：増設メモリにつきましては、P.39をご覧ください。＊4：他メーカ製の
増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。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。＊5：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されま
す。＊6：容量が異なるメモリを装着した場合、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動
作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。＊7：最大メモリ容量にする場合、本体に標
準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（8GB）を2枚装着する必要があります。
＊8：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ
（8GB）を4枚装着する必要があります。＊9：メモリ3枚に増設した場合、一部の容量がデュアルチャ
ネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となります。＊10：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。＊11：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。＊12：最
高解像度以外の解像度ではアスペクト比（画面縦横比）を保つために画面の左右または上下左右が
黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて
表示される場合があります。＊13：1677万色表示は、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。＊14：本体添付ディスプレイのフレームレートコントロールにより実現。＊15：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。＊16：本体添付の変
換アダプタを使用した場合。＊17：グラフィックアクセラレータがサポートする表示モードです。実際
に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、1920×1080ドット、1680×
1050ドット、1600×900ドット、1440×900ドットの解像度についてはNEC製ワイドディスプレイで
のみ動作検証を行っております。＊18：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。＊19：1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
＊20：NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用し、アプリとファイルへの高速アクセ
スを可能にし、待ち時間を短縮します。お客様のデータなどの保存用には使用できません。＊21：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、D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。＊22：ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっ
ては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場
合があります。＊23：ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機
能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。＊24：FR-Port™はヤマハ特許の低音再生
技術です。＊25：ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマ
イク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。＊26：NFC機能は、すべてのNFC機器に対して動
作を保証するものではありません。NFC機器の動作環境と接続の可否を確認してください。FeliCa
の機能は使用できません。＊27：抜け防止ロック機構付き。＊28：出荷時の解像度／色数以外ではTV
機能を利用できません。クローンモードによる画面出力には対応していません。＊29：BS・110度CS
デジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合が
あります。詳細は、ホームページ（http://121ware.com/catalog/dtv/）で、事前にご確認くださ
い。＊30：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）。＊31：光沢度を出すために光沢塗料を塗布しております。
本塗料は、紫外線（直射日光など）などの影響や長期間の使用に伴い変色する恐れがありますが、
キーボードの機能としては問題ありません。＊32：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影
響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。＊33：キーボードの電池寿
命は、アルカリ電池で約2年です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件に
よって異なる場合があります）。＊34：使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離は約3mになり

ます。なお、ご使用方法や環境条件によって異なります。＊35：マウスの電池寿命は、アルカリ電池で
約10ヵ月です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合が
あります）。＊36：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。＊37：側
面にあるスイッチを切り替えてご使用ください。タッチパッドリモコンの電池寿命は、アルカリ電池で
約10ヶ月です（タッチパッド側を1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によっ
て異なる場合があります）。＊38：手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証す
るものではありません。＊39：このカメラの有効距離はインテル® RealSense™対応アプリの動作仕
様に則っています。また、実際の推奨動作距離はアプリによって異なります。＊40：DTシリーズの
USBコネクタの電源供給能力は、USB 3.0の場合、1コネクタあたりの動作時が最大900mA、USB 
2.0の場合、1コネクタあたりの動作時が最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の
電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続し
ないでください。＊41：接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対
応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。＊42：電源に接続している場合のみ使えます。
＊43：パワーオフUSB充電機能に対応したコネクタは1つになります。お使いの携帯端末や周辺機器
によっては、パワーオフUSB充電機能を使用できない場合があります。＊44：ハイパワーデバイスな
どのUSB対応機器を背面のUSB 2.0コネクタに接続して動作しなかった場合は、本体側面のUSB 
3.0コネクタをご利用ください。＊45：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。＊46：パソコン用マイクとして市販されている
コンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。＊47：本機のDisplayPort端子は添付の変換アダプ
タおよび添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。すべての外部ディスプレイとの動作

を保証するものではありません。＊48：ディスプレイとの接続には、本体添付のDisplayPort-DVI-D
変換アダプタをお使いください。＊49：本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行って
おります。＊50：ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。＊51：高速転送規格
「UHS-I」及び「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度及
び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換アダプタを
利用した場合、「UHS-I」、「UHS-II」はサポートしておりません。＊52：「マルチメディアカード（MMC）」
はご利用できません。＊53：「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」
は、著作権保護機能（CPRM）に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSD
カード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。
microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応し
ておりません。すべてのSDメモリーカード、SD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。＊54：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Bus イン
ターフェース速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SD
カード変換アダプタを利用した場合、「UHS-I」はサポートしておりません。＊55：「SDメモリーカード」、
「SDHCメモリーカード」、「SDXC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。
「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、
SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカー
ド変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリー
カード」の高速転送規格「UHS-I」には対応しておりません。すべてのSDメモリーカード、SD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。＊56：本機を横置きにしてのご使用はサ
ポートしておりません。＊57：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。主な付属品を含み

ません。＊58：乾電池の質量は含まれておりません。＊59：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。＊60：電源コードの質量は含まれておりません。＊61：バッテリ駆動時間は、一般社団法人 電子情
報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/
page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定しためやすの時間です。画面輝度、省電力やワ
イヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異な
ります。なお、詳しい測定条件は、ホームページ（http://121ware.com/catalog/）→ 各シリーズ
ページ → 「仕様」をご覧ください。＊62：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。＊63：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。＊64：標準添付されてい
る電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊65：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。＊66：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。＊67：本製品は省エネ法の対
象外です。＊68：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。＊69：Offi  ce 365 サービスは、1年間無料でご利用いただけます。＊70：
マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。＊71：最新情報につきましては、ホームページ
（http://121ware.com/lavie/dt→仕様）をご覧ください。
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＊1：使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。 
＊2：DTシリーズでは、8cmディスクはご使用になれません。 ＊3：Super Audio CDは、ハイブリッド
のCD Layerのみ読出し可能です。 ＊4：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。 
＊5：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。 
＊6：追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読出しはサポートしておりません。 ＊7：DVD-R

（2層）書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、

追記は未対応です。 ＊8：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応
しています。 ＊9：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応していま
す。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り
出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）
の読出し/書換えはサポートしておりません。 ＊10：DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポート
しておりません。 ＊11：BD-R Ver.1.1/1.2/1.3（LTH Type含む）に準拠したディスクに対応してい

ます。 ＊12：BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプの
ブルーレイディスクには対応しておりません。 ＊13：BD-R Ver.2.0に準拠したディスクに対応してい
ます。 ＊14：BD-RE Ver.3.0に準拠したディスクに対応しています。 ＊15：DVD-R（2層）12倍速ディ
スクへの書込みはサポートしておりません。 ＊16：DVD+R（2層）16倍速ディスクへの書込みはサ
ポートしておりません。

■BD/DVD/CDドライブ仕様　

ドライブ＊1
ブルーレイディスクドライブ

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）
（BDXL™ 対応）＊2

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）
（バッファアンダーランエラー防止機能付き）

［DVD-R/+R 2層書込み］＊2

型名

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Desk Tower LAVIE Hybrid Frista LAVIE Desk Tower
HF750/CAB

HF350/CAシリーズ
DT750/CAW HF150/CAシリーズ DT150/CAW

LAVIE Note Standard LAVIE Note Standard
NS850/CAB

NS750/CAシリーズ、NS700/CAシリーズ
NS550/CAシリーズ、NS350/CAシリーズ

NS150/CAシリーズ
NS100/C2W
NS100/C1W

LAVIE Desk All-in-one LAVIE Desk All-in-one
DA970/CAB

DA770/CAシリーズ、DA570/CAB
DA370/CAシリーズ

DA350/CAW

読
出
し

CD＊3 最大24倍速 最大40倍速 最大24倍速 最大40倍速
DVD＊6＊9 最大8倍速 最大16倍速 最大8倍速 最大16倍速
BD＊11 最大6倍速 最大8倍速 －

書
込
み
／
書
換
え

CD-R 最大24倍速 最大40倍速 最大24倍速 最大40倍速
CD-RW＊4 最大10倍速 最大10倍速
DVD-R＊5 最大8倍速 最大16倍速 最大8倍速 最大16倍速
DVD+R 最大8倍速 最大16倍速 最大8倍速 最大16倍速
DVD-RW＊8 最大6倍速 最大6倍速
DVD+RW 最大8倍速 最大8倍速
DVD-RAM＊9 最大5倍速＊10 最大5倍速＊10

DVD-R（2層）＊7＊15 最大6倍速 最大8倍速 最大6倍速 最大8倍速
DVD+R（2層）＊16 最大6倍速 最大8倍速 最大6倍速 最大8倍速
BD-R（1層）＊11 最大6倍速 －
BD-R（2層）＊11 最大6倍速 －
BD-R XL（3層）＊13 最大4倍速 －
BD-RE（1層）＊12 最大2倍速 －
BD-RE（2層）＊12 最大2倍速 －
BD-RE XL（3層）＊14 最大2倍速 －

■ワイヤレスLAN仕様

対応機種

LAVIE Hybrid ZERO＊5 LAVIE Hybrid Frista
HZ750/CAB、HZ650/CAシリーズ、HZ550/CAB HF150/CAシリーズ

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Note Standard
HF750/CAB、HF350/CAシリーズ NS150/CAシリーズ、NS100/C2W、NS100/C1W

LAVIE Hybrid Standard＊5 LAVIE Desk All-in-one
HS550/CAS､HS350/CAS DA370/CAシリーズ、DA350/CAW

LAVIE Note Standard
NS850/CAB、NS750/CAシリーズ、NS700/CAシリーズ

NS550/CAシリーズ、NS350/CAシリーズ
LAVIE Desk All-in-one

DA970/CAB、DA770/CAシリーズ、DA570/CAB
モデル名称 11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN 11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN

規格＊1 IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠
Wi-Fi Direct™準拠

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） 2.4GHz帯（1～13ch）
5GHz帯（W52/W53/W56）＊2 5GHz帯（W52/W53/W56）＊2

通信速度＊3 送信 最大867Mbps（11ac接続時）、最大300Mbps（11n接続時） 最大433Mbps（11ac接続時）、最大150Mbps（11n接続時）
受信 最大867Mbps（11ac接続時）、最大300Mbps（11n接続時） 最大433Mbps（11ac接続時）、最大150Mbps（11n接続時）

セキュリティ＊4 WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）、WEP（64/128bit） WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）、WEP（64/128bit）

対応機種

LAVIE Hybrid ZERO LAVIE Hybrid Frista LAVIE Hybrid Standard
HZ750/CAB

HZ650/CAシリーズ、HZ550/CAB
HF750/CAB

HF350/CAシリーズ
HS550/CAS
HS350/CAS

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Note Standard
HF150/CAシリーズ NS850/CAB

NS750/CAシリーズ、NS700/CAシリーズ
NS550/CAシリーズ、NS350/CAシリーズ

LAVIE Note Standard LAVIE Desk All-in-one
NS150/CAシリーズ

NS100/C2W
NS100/C1W

DA970/CAB
DA770/CAシリーズ

DA570/CAB
LAVIE Desk All-in-one

DA370/CAシリーズ
DA350/CAW

モデル名称 Bluetooth® テクノロジー（Ver.4.0）

準拠規格＊1 Bluetooth® Core Specification 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＊2 最大3Mbps
送信出力＊3 Power Class1 Power Class2 Power Class1

プロファイル＊4

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

SPP（Serial Port Profile）: （Client/Server）
DUN（Dial-up Networking Profile）: （Data Terminal）
SDAP （Service Discovery Application Profile）: 

（Local Device/Remote Device）
HOGP（HID over GATT Profile）: （Report Host）

＊1：Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0（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。 

＊2：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。 ＊3：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）。 ＊4：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。

■Bluetooth®仕様

＊1：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。 ＊2：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。詳細に関しては、ホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/ 
20150518140317_EKt1H2lITb.pdf）をご覧ください。 ＊3：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。 ＊4：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。 ＊5：インテル® WiDi（ワイヤレス・ディスプレイ）に対応しています。
インテル® WiDiを使用するには、Windows 10に対応したワイヤレスディスプレイアダプタを別
途購入する必要があります。接続可能なディスプレイはワイヤレスディスプレイアダプタの仕様を
ご確認ください。アダプタにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合が
あります。インテル® WiDiアダプタのアナログ出力を使用する場合は、HDCP（High-bandwidth 
Digital Content Protection）規格に対応したブルーレイ（BD）やAVCREC（DVD）などの視聴は
できません（パソコンの画面を含む）。インテル® WiDiは、解像度：1280×720～1920×1080

（30fps）（画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます）に対応して
いますが、接続するテレビ（モニタ）によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDi
アダプタご購入前にテレビ（モニタ）がサポートできる解像度をご確認ください。インテル® WiDi
の映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延がありま
す。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテ
ンツ[特に高画質1280×720（30fps）以上]によっては、パソコンの画面、スピーカで再生する場合
に比べ品質の低下（動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び）がみられる場合があります。特に映像再生
負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が途切れたりします。
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■TV仕様［外でもVIDEOワイヤレス］＊16＊27
転送時の画質＊19 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量＊5＊11
モバイル画質 約900MB＊13

ダイレクト＊8
BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 約10.1GB
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 約4.7GB
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 約7.2GB
地上デジタル標準テレビ放送 約3.4GB

ファイン＊8 約3.4GB
ファインロング＊8 約1.7GB

セミファインロング DA970/CAB、DA770/CAシリーズ＊8 約650MB
DA570/CAB、DA370/CAシリーズ＊7 約1.0GB

ロング＊9 約900MB
スーパーロング（DA970/CAB、DA770/CAシリーズ）＊9 約520MB

■TV仕様［ディスク（BD/DVD）への保存時間］

ディスク 保存形式 ※DA370/CAシリーズでは、BD-AV形式およびAVCREC形式による　　　　　   ディスク（BD/DVD）への保存はサポートしておりません。
字幕
表示
対応

保存時間（めやす）
1層／2層／3層

BD-R（1層／2層）、
BD-R XL（3層）、
BD-RE（1層／2層）、
BD-RE XL（3層）＊17

BD-AV
形式＊26

ダ
イ
レ
ク
ト
＊8

BS・110度CSデジタル
ハイビジョンテレビ放送 ○ 約2時間10分／約4時間20分／約8時間30分
BS・110度CSデジタル
標準テレビ放送 ○ 約4時間40分／約9時間30分／約19時間
地上デジタル
ハイビジョンテレビ放送 ○ 約3時間／約6時間／約12時間
地上デジタル
標準テレビ放送 ○ 約6時間30分／約13時間／約26時間

ファイン＊8 ○ 約6時間30分／約13時間／約26時間
ファインロング＊8 ○ 約13時間／約27時間／約54時間

セミファインロング DA970/CAB、DA770/CAシリーズ
＊8 ○ 約34時間／約70時間／約141時間

DA570/CAB＊18 ○ 約22時間／約45時間／約92時間
ロング＊9 ○ 約27時間／約55時間／約111時間
スーパーロング（DA970/CAB、DA770/CAシリーズ）＊9 ○ 約41時間／約79時間／約168時間
1ディスクダビング＊22 ○ ディスクの空き容量によって、

保存時間は異なります。＊23

DVD-R
（1層／2層）＊20

AVCREC
形式＊26

ファイン＊8 ○ 約1時間10分／約2時間10分
ファインロング＊8 ○ 約2時間30分／約4時間40分

セミファインロング DA970/CAB、DA770/CAシリーズ
＊8 ○ 約6時間30分／約12時間

DA570/CAB＊18 ○ 約4時間10分／約8時間
ロング＊9 ○ 約5時間／約9時間30分
スーパーロング（DA970/CAB、DA770/CAシリーズ）＊9 ○ 約7時間30分／約14時間30分
1ディスクダビング＊22 ○ ディスクの空き容量によって、

保存時間は異なります。＊23

DVD-VR
形式
＊9＊21＊24

高画質 × 約1時間20分／約2時間20分
標準画質 × 約2時間30分／約4時間40分
長時間 × 約5時間／約9時間
1ディスクダビング × 最長約5時間＊23／最長約9時間＊23

DVD-RAM
（片面4.7GB＊10）＊20

AVCREC
形式＊26

ファイン＊8 ○ 約1時間10分
ファインロング＊8 ○ 約2時間30分

セミファインロング DA970/CAB、DA770/CAシリーズ
＊8 ○ 約6時間30分

DA570/CAB＊18 ○ 約4時間10分
ロング＊9 ○ 約5時間
スーパーロング（DA970/CAB、DA770/CAシリーズ）＊9 ○ 約7時間30分
1ディスクダビング＊22 ○ ディスクの空き容量によって、

保存時間は異なります。＊23

DVD-VR
形式
＊9＊21＊24

高画質 × 約1時間10分
標準画質 × 約2時間20分
長時間 × 約5時間
1ディスクダビング × 最長約5時間＊23

■TV仕様［ハードディスクへの録画時間］

録画モード ビットレート＊15
1時間あたりの
録画に必要な
ハードディスク
容量＊4＊5

字幕
表示
対応

本体内蔵ハードディスク 外付けハードディスク＊12
最大録画時間（最大録画容量）（めやす）＊5＊6 録画時間（想定録画容量＊14）（めやす）

LAVIE Desk All-in-one
約2TB＊10 約1TB＊10DA９70/CAB

（約3596GB）
DA７70/CAシリーズ
（約2677GB）

DA５70/CAB
（約818GB）

DA370/CAシリーズ
（約824GB）

ダ
イ
レ
ク
ト
＊8

BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 約24Mbps 約10.1GB ○ 約357時間 約265時間 約80時間 約81時間 約180時間 約80時間
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 約11Mbps 約4.7GB ○ 約779時間 約580時間 約176時間 約178時間 約390時間 約190時間
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 約17Mbps 約7.2GB ○ 約503時間 約374時間 約113時間 約114時間 約250時間 約120時間
地上デジタル標準テレビ放送 約8Mbps 約3.4GB ○ 約1072時間 約798時間 約243時間 約245時間 約540時間 約260時間

ファイン＊8 約8Mbps 約3.4GB ○ 約1072時間 約798時間 約243時間 約245時間 約540時間 約260時間
ファインロング＊8 約4Mbps 約1.7GB ○ 約2144時間 約1596時間 約487時間 約490時間 約1090時間 約530時間

セミファインロング DA970/CAB、DA770/CAシリーズ＊8 約1.5Mbps 約650MB ○ 約5719時間 約4257時間 － － 約2910時間 約1430時間
DA570/CAB、DA370/CAシリーズ＊7 約2.4Mbps 約1.0GB ○ － － 約812時間 約818時間 約1820時間 約890時間

ロング＊9 約2Mbps 約900MB ○ 約4289時間 約3193時間 約975時間 約982時間 約2180時間 約1070時間
スーパーロング（DA970/CAB、DA770/CAシリーズ）＊9 約1.2Mbps 約520MB ○ 約7149時間 約5322時間 － － 約3640時間 約1790時間

■TV仕様［外でもVIDEO］＊27

画質（解像度）
字幕
表示
対応

SDメモリーカード＊5＊25
保存時間（めやす）

64GB 32GB 16GB 8GB 4GB
SD画質（640×360） × 約121時間 約60時間 約30時間 約15時間 約7時間
ワンセグ画質（320×180） × 約229時間 約114時間 約57時間 約28時間 約14時間

■TV仕様［受信機能］
対応機種 LAVIE Desk All-in-one

DA970/CAB DA770/CAシリーズ DA570/CAB、DA370/CAシリーズ

テレビ受信機能

チューナ ［地上・BS・110度CSデジタル］チューナ
チューナ数 4個 2個 1個

対応する放送の種類 地上デジタル放送＊1、BSデジタル放送＊2、110度CSデジタル放送＊2
CATVパススルー対応 対応帯域：全帯域（VHF・MID・SHB・UHF）
字幕放送 対応
データ放送 対応
双方向サービス＊3 対応
EPG（電子番組表） 対応

5.1chサラウンド放送の音声は、ステレオ2chに変換して出力しています。SmartVisionの場合、放
送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトモードでハードディスクに録画した番組を再生し
ているとき以外は、データ放送を利用することはできません。録画（保存）時間はめやすであり、録画
（保存）する先（ハードディスク、BD/DVD、SDメモリーカード）の空き容量や、録画（保存）する番組に
よって変動します。 
＊1：ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル
放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放
送を視聴可能です。その他の方式（トランスモジュレーション方式など）では視聴できません。再配信
されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 
＊2：ケーブルテレビ会社経由でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかどうかは、
ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 ＊3：双方向
サービスは、LAN回線を使用して利用できます。なお、本機はモデム機能を搭載していないため、電
話回線を使用しての利用はできません。 ＊4：録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変
動します。 ＊5：容量は、1MB＝10242バイト、1GB＝10243バイト換算値です。 ＊6：出荷時のハード
ディスク空き容量（CドライブとDドライブの合計）に録画した場合のめやす時間です。実際の録画時
間や、ＴＶアプリに表示される録画可能時間とは一致しない場合があります。出荷時の録画先ドライ
ブはCドライブになります。ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切り換えが必要にな
る場合があります。 ＊7：セミファインロングモードの最大解像度は、1280×1080となります。 ＊8：
放送された解像度のままで録画します。 ＊9：解像度は、720×480となります。 ＊10：1GBを10億
（10003）バイト、1TBを1兆（10004）バイトで計算した場合の数値です。 ＊11：保存に必要なメモリ
容量はめやすであり、保存する番組によって変動します。 ＊12：外付けハードディスクの動作確認済
み機器に関しましては、ホームページ（http://121ware.com/catalog/hddlist/）をご覧ください。
「ホームネットダビング」用メディアサーバーには、放送されている番組を直接録画することはできま
せん。「ホームネットダビング」用メディアサーバーの動作確認済み機器に関しましては、ホームページ
（http://121ware.com/catalog/nashddlist/）をご覧ください。 ＊13：モバイル画質の最大解像
度は、1280×720となります。 ＊14：録画に使用可能な空き容量の想定値です。実際の空き容量は、
機器本体や機器の使用状況により異なります。 ＊15：録画する番組により、ビットレートはこの値を基
準にして上下に変動します。 ＊16：字幕表示については、保存先の機器やアプリの対応状況によりま
す。 ＊17：BD-RE Ver.1.0規格のディスク（カートリッジ付きディスク）の使用はできません。著作権
保護技術AACSに対応しています。 ＊18：セミファインロングモードで録画した番組をディスクに保
存するときの最大解像度は、1440×1080になります。 ＊19：保存先の機器によって、保存できる録
画モードは異なります。＊20：CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RAMにはコピーまたは
ムーブできません。 ＊21：DVD-VR形式で保存する場合には、ダイレクト／ファイン／ファインロン
グ／セミファインロング／ロング／スーパーロングを、高画質／標準画質／長時間に変換します。 
＊22：解像度を720×480に変換して書き込まれる場合があります。 ＊23：ディスクの空き容量にあ
わせて、ビットレートや解像度を変換して保存します。ただし、ディスクへ保存する合計時間が長すぎ
る場合は、保存できない場合があります。 ＊24：DVD-VR形式で保存する場合には、5.1chサラウン
ドは、ステレオ2chに変換されます。 ＊25：サポートするSDメモリーカードは、microSDカード、
microSDHCカード、SDXCメモリーカードになります。本機では再生できません。SDメモリーカード
に表示されている容量の約90％を録画番組の保存に利用可能として保存時間を算出しており、実際
の保存時間とは異なる場合があります。長時間番組は、SD画質では約3時間30分ごと、ワンセグ画
質では約6時間30分ごとをめやすに複数の番組データに分割してSDメモリーカードに転送します。 
＊26：ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみでサポートしています。 ＊27：動作確認済機器に
関しましては、ホームページ（http://121ware.com/catalog/taioukiki/）をご覧ください。

＊1：使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。 
＊2：DTシリーズでは、8cmディスクはご使用になれません。 ＊3：Super Audio CDは、ハイブリッド
のCD Layerのみ読出し可能です。 ＊4：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。 
＊5：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。 
＊6：追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読出しはサポートしておりません。 ＊7：DVD-R
（2層）書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、

追記は未対応です。 ＊8：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応
しています。 ＊9：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応していま
す。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り
出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）
の読出し/書換えはサポートしておりません。 ＊10：DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポート
しておりません。 ＊11：BD-R Ver.1.1/1.2/1.3（LTH Type含む）に準拠したディスクに対応してい

ます。 ＊12：BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプの
ブルーレイディスクには対応しておりません。 ＊13：BD-R Ver.2.0に準拠したディスクに対応してい
ます。 ＊14：BD-RE Ver.3.0に準拠したディスクに対応しています。 ＊15：DVD-R（2層）12倍速ディ
スクへの書込みはサポートしておりません。 ＊16：DVD+R（2層）16倍速ディスクへの書込みはサ
ポートしておりません。

■BD/DVD/CDドライブ仕様　

ドライブ＊1
ブルーレイディスクドライブ

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）
（BDXL™ 対応）＊2

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）
（バッファアンダーランエラー防止機能付き）

［DVD-R/+R 2層書込み］＊2

型名

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Desk Tower LAVIE Hybrid Frista LAVIE Desk Tower
HF750/CAB

HF350/CAシリーズ
DT750/CAW HF150/CAシリーズ DT150/CAW

LAVIE Note Standard LAVIE Note Standard
NS850/CAB

NS750/CAシリーズ、NS700/CAシリーズ
NS550/CAシリーズ、NS350/CAシリーズ

NS150/CAシリーズ
NS100/C2W
NS100/C1W

LAVIE Desk All-in-one LAVIE Desk All-in-oneLAVIE Desk All-in-one
DA970/CAB

DA770/CAシリーズ、DA570/CAB
DA370/CAシリーズ
DA350/CAW

読
出
し

CD＊3 最大24倍速 最大40倍速 最大24倍速 最大40倍速
DVD＊6＊9 最大8倍速 最大16倍速 最大8倍速 最大16倍速
BD＊11 最大6倍速 最大8倍速 －

書
込
み
／
書
換
え

CD-R 最大24倍速 最大40倍速 最大24倍速 最大40倍速
CD-RW＊4 最大10倍速 最大10倍速
DVD-R＊5 最大8倍速 最大16倍速 最大8倍速 最大16倍速
DVD+R 最大8倍速 最大16倍速 最大8倍速 最大16倍速
DVD-RW＊8 最大6倍速 最大6倍速
DVD+RW 最大8倍速 最大8倍速
DVD-RAM＊9 最大5倍速＊10 最大5倍速＊10
DVD-R（2層）＊7＊15 最大6倍速 最大8倍速 最大6倍速 最大8倍速
DVD+R（2層）＊16 最大6倍速 最大8倍速 最大6倍速 最大8倍速
BD-R（1層）＊11 最大6倍速 －
BD-R（2層）＊11 最大6倍速 －
BD-R XL（3層）＊13 最大4倍速 －
BD-RE（1層）＊12 最大2倍速 －
BD-RE（2層）＊12 最大2倍速 －
BD-RE XL（3層）＊14 最大2倍速 －

■ワイヤレスLAN仕様

対応機種

LAVIE Hybrid ZERO＊5 LAVIE Hybrid Frista
HZ750/CAB、HZ650/CAシリーズ、HZ550/CAB HF150/CAシリーズ

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Note Standard
HF750/CAB、HF350/CAシリーズ NS150/CAシリーズ、NS100/C2W、NS100/C1W
LAVIE Hybrid Standard＊5 LAVIE Desk All-in-one
HS550/CAS､HS350/CAS DA370/CAシリーズ、DA350/CAW
LAVIE Note Standard

NS850/CAB、NS750/CAシリーズ、NS700/CAシリーズ
NS550/CAシリーズ、NS350/CAシリーズ

LAVIE Desk All-in-one
DA970/CAB、DA770/CAシリーズ、DA570/CAB

モデル名称 11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN 11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN

規格＊1 IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠
Wi-Fi Direct™準拠

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） 2.4GHz帯（1～13ch）
5GHz帯（W52/W53/W56）＊2 5GHz帯（W52/W53/W56）＊2

通信速度＊3
送信 最大867Mbps（11ac接続時）、最大300Mbps（11n接続時） 最大433Mbps（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） 最大433Mbps（11ac接続時）、最大300Mbps（11n接続時）

セキュリティ＊4 WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）、WEP（64/128bit） WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）、WEP（64/128bit）

■LAVIE Desk Tower 添付ディスプレイ仕様
ディスプレイ型番 F23W4A-T F20W1A
画面サイズ 23型ワイド LED IPS液晶［F23W4A-T］（広視野角・高色純度・ノングレア）（Full HD） 19.5型ワイド LED IPS液晶［F20W1A］（広視野角・高色純度・ノングレア）

添付機種型名 LAVIE Desk Tower
DT750/CAW DT150/CAW

表示寸法（アクティブ表示エリア） 509（W）×286（H）mm 433（W）×236（H）mm
画素ピッチ 0.265（H）×0.265（V）mm 0.271（H）×0.262（V）mm
表示色 最大約1677万色

表示解像度 1920×1080ドット、1680×1050ドット＊1、1440×900ドット＊1、1280×1024ドット＊1、
1280×768ドット＊1、1024×768ドット＊1、800×600ドット＊1、640×480ドット＊1

1600×900ドット、1440×900ドット＊1、1280×768ドット＊1、1024×768ドット＊1、
800×600ドット＊1、640×480ドット＊1

ビデオ信号（HDMI入力）＊4 525i（480i）、525p（480p）、750p（720p）、1125i（1080i）、1125p（1080p） －

インターフェイス DVI-D（HDCP対応＊2、シングルリンク対応）、ミニD-sub15ピン、ヘッドフォン出力×1、
ステレオライン入力×1、HDMI入力端子×1

DVI-D（HDCP対応＊2、シングルリンク対応）、ミニD-sub15ピン、ヘッドフォン出力×1、
ステレオライン入力×1

消費電力 約32W 約21W
外形寸法 546（W）×222（D）×379（H）mm 466（W）×206（D）×336（H）mm
質量 約5.2kg 約3.4kg
LCDドット抜けの割合＊3 0.00013%以下 0.00019%以下
スピーカ ステレオスピーカ（2W＋2W） ステレオスピーカ（1W＋1W）

対応機種

LAVIE Hybrid ZERO LAVIE Hybrid Frista LAVIE Hybrid Standard
HZ750/CAB

HZ650/CAシリーズ、HZ550/CAB
HF750/CAB

HF350/CAシリーズ
HS550/CAS
HS350/CAS

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Note Standard
HF150/CAシリーズ NS850/CAB

NS750/CAシリーズ、NS700/CAシリーズ
NS550/CAシリーズ、NS350/CAシリーズ

LAVIE Note Standard LAVIE Desk All-in-one
NS150/CAシリーズ
NS100/C2W
NS100/C1W

DA970/CAB
DA770/CAシリーズ
DA570/CAB

LAVIE Desk All-in-one
DA370/CAシリーズ
DA350/CAW

モデル名称 Bluetooth® テクノロジー（Ver.4.0）

準拠規格＊1 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＊2 最大3Mbps
送信出力＊3 Power Class1 Power Class2 Power Class1

プロファイル＊4

OPP（Object Push Profi le）：（Client/Server）　PAN（Personal Area Network Profi le）：（PAN User）　HID（Human Interface Device Profi le）：（Host）
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）
SPP（Serial Port Profi le）：（DeviceA/DeviceB）
HOGP（HID over GATT Profi le）：（Host）

SPP（Serial Port Profi le）: （Client/Server）
DUN（Dial-up Networking Profi le）: （Data Terminal）
SDAP （Service Discovery Application Profi le）: 
（Local Device/Remote Device）
HOGP（HID over GATT Profi le）: （Report Host）

※

※

※

＊1：Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0（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。 

＊2：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。 ＊3：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）。 ＊4：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。

■Bluetooth®仕様

＊1：最高解像度以外の解像度ではアスペクト比（画面縦横比）を保つために画面の左右または上
下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの
線がぼやけて表示される場合があります。 ＊2：HDCPとは“High-bandwidth Digital Content 
Protection”の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的

とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, 
LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVIは、HDCP技術を用いてコピープ
ロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができま
す。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、本製品が故障していなくても、DVIの映像が

表示されないことがあります。 ＊3：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。 ＊4：すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしてお
りません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。

＊1：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。 ＊2：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。詳細に関しては、ホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/ 
20150518140317_EKt1H2lITb.pdf）をご覧ください。 ＊3：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。 ＊4：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。 ＊5：インテル® WiDi（ワイヤレス・ディスプレイ）に対応しています。
インテル® WiDiを使用するには、Windows 10に対応したワイヤレスディスプレイアダプタを別
途購入する必要があります。接続可能なディスプレイはワイヤレスディスプレイアダプタの仕様を
ご確認ください。アダプタにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合が
あります。インテル® WiDiアダプタのアナログ出力を使用する場合は、HDCP（High-bandwidth 
Digital Content Protection）規格に対応したブルーレイ（BD）やAVCREC（DVD）などの視聴は
できません（パソコンの画面を含む）。インテル® WiDiは、解像度：1280×720～1920×1080

（30fps）（画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます）に対応して
いますが、接続するテレビ（モニタ）によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDi
アダプタご購入前にテレビ（モニタ）がサポートできる解像度をご確認ください。インテル® WiDi
の映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延がありま
す。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテ
ンツ[特に高画質1280×720（30fps）以上]によっては、パソコンの画面、スピーカで再生する場合
に比べ品質の低下（動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び）がみられる場合があります。特に映像再生
負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が途切れたりします。



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。バッテリパックは消耗品です。バッテリ
駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。ただし、HZシリーズ、HFシリーズ、HSシリーズ、NSシリーズ（NS150/CAシリーズ、
NS100/Cシリーズ除く）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。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。

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。

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
（ハードディスク/SSD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

●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://121ware.com）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、このカタログに掲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。
●ハードディスク/SSD容量は特に記載がない場合、1MB＝10002バイト、1GB＝10003バイト、1TB＝10004バイト
換算値です。1MB＝10242バイト、1GB＝10243バイト、1TB＝10244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 ■ BD/DVD/CDの読込み／書込みについて

●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。　●増設する拡張機器によっては､本体標準の一部機能と排他利用となりま
す｡　●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません｡なお､プログラムを止められなくなった時や､うまく
プログラムが立ち上がらない時などの場合は､本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です｡　●
本商品には、有寿命部品（ディスプレイ、光学ドライブ、ハードディスク/SSD、電源、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5年です。　●本カタログに掲載の商品の本体は、高調波電流規制について高調波電流規格JIS 
C 61000-3-2適合品です。本体の電源の入力波形は正弦波をサポートしています。　●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。　●別売のOSをインストールおよび利用す
ることはできません｡　●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｡　●本商品にインストール済みのアプリおよび別売のアプリをご使用になる際､一部の機能でプリンタ､
スキャナ､ デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります｡　●別途ご購入
されているアプリの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認の上、お客様の責任において
使用してくださるようお願いいたします。　●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6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。ただし、海外保証サー
ビス［NEC UltraCareSM International Service］対象機種につきましては、海外から日本へのハードウェア引
取修理サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ（http://121ware.com/
ultracare/jpn/）をご覧ください。　●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。　●パソコンの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。　●パソコンを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハ
ードディスク/SSDなどの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの
消去には本商品に搭載の「ハードディスクデータ消去機能」あるいは専用アプリサービス（有償）をご利用いただ
くことをおすすめします。詳細はホームページ（http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html）を
ご覧ください。　●本商品には、再セットアップ用の媒体（CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM）は添付されており
ません。　●PC用バッテリの詳細についてはホームページ（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cg
i?n=121&ca=14）をご覧ください。

●ブルーレイディスクやAVCRECでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護
技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくためには、定期的に
AACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生アプリが表示するメッセージに従いイン
ターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの
録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生
には支障はありません。今後、AACSキーの提供に関する必要な情報は、ホームページ（http://121ware.com/
support/）にてお知らせいたします。　●ダビング10など、著作権保護されたデジタル放送の録画番組を
DVDなどに保存したり、「CyberLink PowerDVD」、「CyberLink PowerDVD BD with 4K」でCPRMの
著作権保護のかかったビデオディスクを再生させるには、インターネットに接続し、CPRMの著作権保護機能に
対応させるプログラムを入手し、実行する必要があります。　●ブルーレイディスクドライブ搭載モデルでのブ
ルーレイディスクの再生には、「CyberLink PowerDVD BD with 4K」を使用してください。　●ブルーレイ
ディスクドライブ搭載モデルは市販のブルーレイディスクコンテンツ（BD-ROM）で、地域（リージョンコード）の
設定が［A］のディスクや、本商品にプリインストールされている「SmartVision」や「CyberLink MediaShow 
BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 4K」で作成したブルーレイディスクを再生することができま
す。　●DVDビデオの再生は、アプリによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコ
ード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする
場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのよ
うな場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成された
DVD、ブルーレイディスクは、再生できないことがあります。　●ブルーレイディスクやAVCREC・AVCHD形式
のＤＶＤの再生はアプリを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、
CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。　●テレビ番組を
録画中は、ブルーレイディスクやＤＶＤを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しな
い場合があります。　●BD-RE、BD-Rディスクに記録できる番組数は最大200番組です。　●録画したデジタ
ル放送をブルーレイディスクにムーブまたはコピーした場合には、データ放送、番組情報は保存されません。　
●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。　●メディ
アの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、
ディスクの記録面が汚れている場合など、読み取りできない場合があります。　●DTシリーズでは、直径
8cmのディスクは使用できません。その他のモデルでは、8cmの音楽CDとディスクタイプのビデオカメラで撮
影した8cmディスクの読込みに対応しています。　●ハート形、カード形などの特殊形状をしたディスクはサポ
ート対象外となります。　●設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメデ
ィアが必要になります。　●ライティングアプリが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。　●
「SmartVision」、「CyberLink MediaShow BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 4K」で作成し
たDVDやブルーレイディスクは各規格に対応した家庭用のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレ
ーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できる形式で
保存されますが、一部のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ、ブ
ルーレイディスクドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できな
いことがあります。　●「CyberLink MediaShow BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 4K」でビ
デオ再生するとき、プレビューウインドウで映像がなめらかに再生されないことがあります。　●アプリによっては
書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■ TVの視聴／録画に関するご注意
［電波・受信・施設（アンテナなど）について］　●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と
接続する必要があります。　●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてUHFアン
テナを設置する必要があります。　●BS・110度CSデジタル放送の視聴には、BS・110度CSデジタル放送に対応
した衛星アンテナの設置が必要です。アンテナの調整については、アンテナのマニュアルをご覧ください。なお、
チャンネルによっては視聴に際して加入契約が必要となります。　●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、
気象状況の影響を受けることがあり、強い雨が降ったり、激しい降雪や雪がアンテナに付着することなどにより
受信電波が弱くなって、一時的に映像にノイズまたは音声に雑音が出たり、極端な場合はまったく受信できなくなる
ことがあります。　●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズなど電波障害が強いところでは、TV映像が
コマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。　●放送エリア内であって
も、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。電波が弱すぎる、または、強すぎる地域で
は受信状態が悪くなる場合がありますので、市販のブースターやアッテネーターなどで適切な強さに調整する
ことが必要になる場合があります。受信環境によっては分波器（別売）、分配器（別売）、混合器（別売）などが必要と
なります。　●モデム機能を搭載していないため、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送対応機種で、
一部の番組で提供されている電話回線を用いた双方向サービスはご利用になれません。　●DAシリーズには、
BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。したがって、アンテナに接続している
機器がDAシリーズだけの場合や、電源供給機能を有するテレビやレコーダをアンテナに接続しているがこの
テレビやレコーダの電源が切れるとアンテナへの電源供給も切れてしまう場合には、別途「電源供給器」が必要
になります。詳細は、ホームページ（http://121ware.com/catalog/dtv/）で事前にご確認ください。

［視聴・録画について］　●他のアプリの動作などによりパソコンの負荷状況によっては、映像がコマ落ちしたり、
操作に対する反応が遅くなったりする場合がありますが、故障ではありません。　●録画時間は映像の内容および
ご利用状況によって変動する場合があります。　●本商品は録画のときに暗号化技術を使っているため、故障内容
によっては修理しても録画した番組が再生できなくなる場合がありますのであらかじめご了承願います。

■ 商品についてのご注意

［ワイヤレスLAN、Bluetooth®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン
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®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン対応商品］
●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。

■ 電波に関するご注意

●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で動作するにはUSB 2.0対応の周辺機器、USB 3.0で動作するにはUSB 3.0対応の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

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う
場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得てい
ない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。　●複製の際は、複製元の媒体の利用許
諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。　●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。

■ 著作権に関するご注意

●本製品に搭載されているWindows 10は64ビット対応OSになります。本OSでは16ビット版用のアプリは、動
作しません。そのほか一部の市販アプリや周辺機器では、64ビット版OSでは動作しないものがあります。ご利用
になられるアプリや周辺機器が64ビット版OSに対応しているか事前にご確認ください。

■ 64ビット対応OS（Windows 10）についてのご注意

万一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスク/SSD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メディア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、再セットアップ用メディアを販売して
います。詳細は、「PC98-NXシリーズメディアオーダーセンター」ホームページ（http://nx-media.ssnet.co.jp）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
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Bluetooth®キーボード

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

オプション ※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。

オプションのご購入にあたっては最寄りの量販店、またはNEC Directにご用命ください。

増設メモリ

ACアダプタ

DVDスーパーマルチドライブ USB-LAN変換アダプタ

VGA変換アダプタ デジタイザーペン

PC-AC-ME061C
オープン価格

8GB DDR3L
SDRAM/SO-DIMM
（PC3L-12800対応）

HFシリーズ、NSシリーズ、DAシリーズ

PC-AC-ME062C
オープン価格

8GB DDR3
SDRAM/DIMM
（PC3-12800対応）

DTシリーズ

Aterm 11ac/a/b/g/n
ブロードバンドルータ

Aterm WG1200HS
PA-WG1200HS
オープン価格

※本ページに記載の価格は、2015年9月現在のものです。価格は予告なく変更となる場合がありますので、ご購入の際にはあらかじめ販売店へご確認ください。

HZシリーズ

PC-VP-BP98
希望小売価格（税抜） 10,000円
質量 約192g（電源コード除く）
標準添付品と同等

PC-AC-DU007C
オープン価格
質量 約200g（ケーブル除く）

HZシリーズ

PC-VP-BK07
希望小売価格（税抜） 8,000円
質量 約36g

HZシリーズ

PC-VP-BK06
希望小売価格（税抜） 8,000円
質量 約22g

HZシリーズ、
HFシリーズ（HF750/CABを除く）、
NSシリーズ

HZシリーズ、
HF750/CAB

HSシリーズ

PC-VP-BP103
希望小売価格（税抜） 10,000円
質量 約240g（電源コード除く）

PC-VP-BP104
希望小売価格（税抜） 10,000円
質量 約175g（電源コード除く）
標準添付品と同等

HF750/CAB標準添付品と同等。
HZ750/CAB、HZ650/CAシリーズ
の急速充電に対応。
1時間で約80％まで充電できます。

HZシリーズで有線LANを使用できるようにするアダプタです。
1000BASE-Tに対応しています。

HZシリーズでDVD/CDを使用できる外付けドライブです。
USBケーブル1本の接続で使用できます。

HZシリーズのHDMI出力に接続し、VGA入力のプロジェクターや外付けディス
プレイに画面を出力できるようにするアダプタです。

HS550/CAS

PC-VP-TS12
希望小売価格（税抜） 8,000円
標準添付品と同等

シンプルな、有線ギガ対応、
ハイコストパフォーマンスモデル

バッテリパック（リチウムイオン）

＊1：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定
しためやす時間です。　※設定やご利用のアプリなどの使用環
境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

PC-VP-WP139
希望小売価格（税抜） 14,000円
標準添付品と同等

［バッテリ駆動時間］ 約6.2時間＊1

NS150/CAシリーズ、
NS100/Cシリーズ
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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。バッテリパックは消耗品です。バッテリ
駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。ただし、HZシリーズ、HFシリーズ、HSシリーズ、NSシリーズ（NS150/CAシリーズ、
NS100/Cシリーズ除く）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。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。

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。

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
（ハードディスク/SSD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

●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://121ware.com）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、このカタログに掲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。
●ハードディスク/SSD容量は特に記載がない場合、1MB＝10002バイト、1GB＝10003バイト、1TB＝10004バイト
換算値です。1MB＝10242バイト、1GB＝10243バイト、1TB＝10244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 ■ BD/DVD/CDの読込み／書込みについて

●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。　●増設する拡張機器によっては､本体標準の一部機能と排他利用となりま
す｡　●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません｡なお､プログラムを止められなくなった時や､うまく
プログラムが立ち上がらない時などの場合は､本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です｡　●
本商品には、有寿命部品（ディスプレイ、光学ドライブ、ハードディスク/SSD、電源、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5年です。　●本カタログに掲載の商品の本体は、高調波電流規制について高調波電流規格JIS 
C 61000-3-2適合品です。本体の電源の入力波形は正弦波をサポートしています。　●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。　●別売のOSをインストールおよび利用す
ることはできません｡　●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｡　●本商品にインストール済みのアプリおよび別売のアプリをご使用になる際､一部の機能でプリンタ､
スキャナ､ デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります｡　●別途ご購入
されているアプリの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認の上、お客様の責任において
使用してくださるようお願いいたします。　●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6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。ただし、海外保証サー
ビス［NEC UltraCareSM International Service］対象機種につきましては、海外から日本へのハードウェア引
取修理サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ（http://121ware.com/
ultracare/jpn/）をご覧ください。　●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。　●パソコンの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。　●パソコンを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハ
ードディスク/SSDなどの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの
消去には本商品に搭載の「ハードディスクデータ消去機能」あるいは専用アプリサービス（有償）をご利用いただ
くことをおすすめします。詳細はホームページ（http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html）を
ご覧ください。　●本商品には、再セットアップ用の媒体（CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM）は添付されており
ません。　●PC用バッテリの詳細についてはホームページ（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cg
i?n=121&ca=14）をご覧ください。

●ブルーレイディスクやAVCRECでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護
技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくためには、定期的に
AACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生アプリが表示するメッセージに従いイン
ターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの
録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生
には支障はありません。今後、AACSキーの提供に関する必要な情報は、ホームページ（http://121ware.com/
support/）にてお知らせいたします。　●ダビング10など、著作権保護されたデジタル放送の録画番組を
DVDなどに保存したり、「CyberLink PowerDVD」、「CyberLink PowerDVD BD with 4K」でCPRMの
著作権保護のかかったビデオディスクを再生させるには、インターネットに接続し、CPRMの著作権保護機能に
対応させるプログラムを入手し、実行する必要があります。　●ブルーレイディスクドライブ搭載モデルでのブ
ルーレイディスクの再生には、「CyberLink PowerDVD BD with 4K」を使用してください。　●ブルーレイ
ディスクドライブ搭載モデルは市販のブルーレイディスクコンテンツ（BD-ROM）で、地域（リージョンコード）の
設定が［A］のディスクや、本商品にプリインストールされている「SmartVision」や「CyberLink MediaShow 
BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 4K」で作成したブルーレイディスクを再生することができま
す。　●DVDビデオの再生は、アプリによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコ
ード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする
場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのよ
うな場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成された
DVD、ブルーレイディスクは、再生できないことがあります。　●ブルーレイディスクやAVCREC・AVCHD形式
のＤＶＤの再生はアプリを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、
CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。　●テレビ番組を
録画中は、ブルーレイディスクやＤＶＤを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しな
い場合があります。　●BD-RE、BD-Rディスクに記録できる番組数は最大200番組です。　●録画したデジタ
ル放送をブルーレイディスクにムーブまたはコピーした場合には、データ放送、番組情報は保存されません。　
●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。　●メディ
アの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、
ディスクの記録面が汚れている場合など、読み取りできない場合があります。　●DTシリーズでは、直径
8cmのディスクは使用できません。その他のモデルでは、8cmの音楽CDとディスクタイプのビデオカメラで撮
影した8cmディスクの読込みに対応しています。　●ハート形、カード形などの特殊形状をしたディスクはサポ
ート対象外となります。　●設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメデ
ィアが必要になります。　●ライティングアプリが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。　●
「SmartVision」、「CyberLink MediaShow BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 4K」で作成し
たDVDやブルーレイディスクは各規格に対応した家庭用のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレ
ーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できる形式で
保存されますが、一部のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ、ブ
ルーレイディスクドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できな
いことがあります。　●「CyberLink MediaShow BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 4K」でビ
デオ再生するとき、プレビューウインドウで映像がなめらかに再生されないことがあります。　●アプリによっては
書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■ TVの視聴／録画に関するご注意
［電波・受信・施設（アンテナなど）について］　●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と
接続する必要があります。　●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてUHFアン
テナを設置する必要があります。　●BS・110度CSデジタル放送の視聴には、BS・110度CSデジタル放送に対応
した衛星アンテナの設置が必要です。アンテナの調整については、アンテナのマニュアルをご覧ください。なお、
チャンネルによっては視聴に際して加入契約が必要となります。　●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、
気象状況の影響を受けることがあり、強い雨が降ったり、激しい降雪や雪がアンテナに付着することなどにより
受信電波が弱くなって、一時的に映像にノイズまたは音声に雑音が出たり、極端な場合はまったく受信できなくなる
ことがあります。　●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズなど電波障害が強いところでは、TV映像が
コマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。　●放送エリア内であって
も、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。電波が弱すぎる、または、強すぎる地域で
は受信状態が悪くなる場合がありますので、市販のブースターやアッテネーターなどで適切な強さに調整する
ことが必要になる場合があります。受信環境によっては分波器（別売）、分配器（別売）、混合器（別売）などが必要と
なります。　●モデム機能を搭載していないため、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送対応機種で、
一部の番組で提供されている電話回線を用いた双方向サービスはご利用になれません。　●DAシリーズには、
BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。したがって、アンテナに接続している
機器がDAシリーズだけの場合や、電源供給機能を有するテレビやレコーダをアンテナに接続しているがこの
テレビやレコーダの電源が切れるとアンテナへの電源供給も切れてしまう場合には、別途「電源供給器」が必要
になります。詳細は、ホームページ（http://121ware.com/catalog/dtv/）で事前にご確認ください。

［視聴・録画について］　●他のアプリの動作などによりパソコンの負荷状況によっては、映像がコマ落ちしたり、
操作に対する反応が遅くなったりする場合がありますが、故障ではありません。　●録画時間は映像の内容および
ご利用状況によって変動する場合があります。　●本商品は録画のときに暗号化技術を使っているため、故障内容
によっては修理しても録画した番組が再生できなくなる場合がありますのであらかじめご了承願います。

■ 商品についてのご注意

［ワイヤレスLAN、Bluetooth®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン
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®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン対応商品］
●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。

■ 電波に関するご注意

●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で動作するにはUSB 2.0対応の周辺機器、USB 3.0で動作するにはUSB 3.0対応の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

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う
場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得てい
ない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。　●複製の際は、複製元の媒体の利用許
諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。　●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。

■ 著作権に関するご注意

●本製品に搭載されているWindows 10は64ビット対応OSになります。本OSでは16ビット版用のアプリは、動
作しません。そのほか一部の市販アプリや周辺機器では、64ビット版OSでは動作しないものがあります。ご利用
になられるアプリや周辺機器が64ビット版OSに対応しているか事前にご確認ください。

■ 64ビット対応OS（Windows 10）についてのご注意

万一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスク/SSD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メディア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、再セットアップ用メディアを販売して
います。詳細は、「PC98-NXシリーズメディアオーダーセンター」ホームページ（http://nx-media.ssnet.co.jp）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

2.4 DS/OF 4
ワイヤレスLAN（2.4GHz）

Wireless Input System

2.4 XX4

2.4 FH 8
Bluetooth®

2.4 FH 4
Bluetooth®マウス

2.4 4XX
Bluetooth®キーボード

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

オプション ※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。

オプションのご購入にあたっては最寄りの量販店、またはNEC Directにご用命ください。

増設メモリ

ACアダプタ

DVDスーパーマルチドライブ USB-LAN変換アダプタ

VGA変換アダプタ デジタイザーペン

PC-AC-ME061C
オープン価格

8GB DDR3L
SDRAM/SO-DIMM
（PC3L-12800対応）

HFシリーズ、NSシリーズ、DAシリーズ

PC-AC-ME062C
オープン価格

8GB DDR3
SDRAM/DIMM
（PC3-12800対応）

DTシリーズ

Aterm 11ac/a/b/g/n
ブロードバンドルータ

Aterm WG1200HS
PA-WG1200HS
オープン価格

※本ページに記載の価格は、2015年9月現在のものです。価格は予告なく変更となる場合がありますので、ご購入の際にはあらかじめ販売店へご確認ください。

HZシリーズ

PC-VP-BP98
希望小売価格（税抜） 10,000円
質量 約192g（電源コード除く）
標準添付品と同等

PC-AC-DU007C
オープン価格
質量 約200g（ケーブル除く）

HZシリーズ

PC-VP-BK07
希望小売価格（税抜） 8,000円
質量 約36g

HZシリーズ

PC-VP-BK06
希望小売価格（税抜） 8,000円
質量 約22g

HZシリーズ、
HFシリーズ（HF750/CABを除く）、
NSシリーズ

HZシリーズ、
HF750/CAB

HSシリーズ

PC-VP-BP103
希望小売価格（税抜） 10,000円
質量 約240g（電源コード除く）

PC-VP-BP104
希望小売価格（税抜） 10,000円
質量 約175g（電源コード除く）
標準添付品と同等

HF750/CAB標準添付品と同等。
HZ750/CAB、HZ650/CAシリーズ
の急速充電に対応。
1時間で約80％まで充電できます。

HZシリーズで有線LANを使用できるようにするアダプタです。
1000BASE-Tに対応しています。

HZシリーズでDVD/CDを使用できる外付けドライブです。
USBケーブル1本の接続で使用できます。

HZシリーズのHDMI出力に接続し、VGA入力のプロジェクターや外付けディス
プレイに画面を出力できるようにするアダプタです。

HS550/CAS

PC-VP-TS12
希望小売価格（税抜） 8,000円
標準添付品と同等

シンプルな、有線ギガ対応、
ハイコストパフォーマンスモデル

バッテリパック（リチウムイオン）

＊1：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定
しためやす時間です。　※設定やご利用のアプリなどの使用環
境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

PC-VP-WP139
希望小売価格（税抜） 14,000円
標準添付品と同等

［バッテリ駆動時間］ 約6.2時間＊1

NS150/CAシリーズ、
NS100/Cシリーズ
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HZ750/CAB
HZ650/CAシリーズ P.06 HZ550/CAB P.06

P.12
NS850/CAB
NS750/CAシリーズ P.14

NS700/CAシリーズ
NS550/CAシリーズ　NS350/CAシリーズ

P.14NS150/CAシリーズ

P.10HS550/CAS　HS350/CAS P.16
DA970/CAB
DA770/CAシリーズ P.16

DA570/CAB
DA370/CAシリーズ　DA350/CAW

P.20DT750/CAW　DT150/CAW

P.14NS100/C1W　NS100/C2W

P.08HF750/CAB　HF350/CAシリーズ　HF150/CAシリーズ

（右側面）（前面） （キーボード背面）（タブレット背面） （左側面）

（デジタイザーペン＊1）
301.1mm

192.5
mm

Webカメラ

ペン先
消しゴムボタン

クリックボタン216.7mm（D）

301.4mm（W）

画面回転ボタン

Webカメラ

スピーカ
Windows
ボタン

USB 2.0コネクタ

USB 3.0コネクタ

Micro HDMI
出力端子

マイク入力/
ヘッドフォン端子

音量ボタン
microSDメモリーカードスロット

デジタイザーペン
収納スロット＊1

DCコネクタ

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

217mm（D）

319mm（W）

DCコネクタ

HDMI
出力端子

SDメモリー
カードスロット

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB
充電機能対応）

ヘッドフォン／ヘッドフォンマイク端子
盗難防止用ロック

内蔵マイク Webカメラ

（正面）

（左側面）

336mm（H）

466mm（W）

DT150/CAW
（正面）

379mm（H）

546mm（W）

DT750/CAW
（正面）

414mm（D）

375mm（H）

147mm（W）

97mm（W）

SDメモリーカードスロット＊2

BD/DVD/CD
ドライブ＊1

USB 3.0コネクタ
マイク入力端子
ヘッドフォン出力端子

USB 3.0コネクタ （左側面）（正面）

PS/2キーボードコネクタUSB 2.0
コネクタ×4

マイク入力端子

音声出力端子
音声入力端子

PCI Express（X16）スロット

USB 3.0
コネクタ×2

LANコネクタ

PS/2マウスコネクタ
（背面）

PCI Express（X1）スロット×2
PCI スロット

DisplayPort＊3 アナログRGBコネクタ
シリアルポート

＊1：DT150/CAWはDVD/CDドライブとなります。
＊2：DT750/CAWのみ。
＊3：添付のDisplayPort-DVI-D変換アダプタで添付
のディスプレイと接続します。

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

250mm（D）

544mm（W）

435mm（H）＊1

明るさ調節つまみ／
画面消灯ボタン

BD/DVD/
CDドライブ

HDMI入力端子

USB 2.0コネクタ×2

転倒防止用フック

デジタルアンテナ端子

ヘッドフォン／
ヘッドフォン
マイク端子

USB 3.0コネクタ

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB
充電機能対応）

DCコネクタ メモリースロット
カバー

Webカメラ 外部入力切換ボタン

SDメモリーカード
スロット

＊1：ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時。

＊1：NS750/CAシリーズでは、位置が異なります。　＊2：NS850/CABのみ。

＊1：デジタイザーペンは、HS550/CASのみ添付。

HDMI出力端子

LANコネクタ
USB 3.0コネクタ

miniB-CASカード
スロット

内蔵マイク

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

270mm（D）＊1

527mm（W）

415mm（H）＊1

マイク入力端子

明るさ調節つまみ／
画面消灯ボタン

BD/DVD/
CDドライブ＊3

LANコネクタ
USB 2.0
コネクタ×4

デジタルアンテナ端子＊2

ヘッドフォン／
オーディオ出力端子USB 3.0コネクタ

DCコネクタ

メモリースロットカバー

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB
充電機能対応）

転倒防止用フック＊4

Webカメラ

SDメモリーカード
スロット

＊1：本体最大傾斜時。最小傾斜時は、190（D）×432（H）mmとなります。　＊2：DA350/CAWを除く。
＊3：DA370/CAシリーズ、DA350/CAWでは、DVD/CDドライブとなります。　＊4：転倒・落下など
を防止するため、ひもなどでパソコン本体を壁面、または台へ固定することをおすすめします。

miniB-CASカード
スロット＊2

内蔵マイク

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

270mm（D）

382mm（W）

内蔵マイク Webカメラ

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

270mm（D）

382mm（W）

USB 3.0コネクタ
USB 3.0コネクタUSB 3.0コネクタ

（パワーオフUSB充電機能対応）

LANコネクタ

DCコネクタ HDMI出力端子

BD/DVD/CDドライブ
USB 2.0コネクタ

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

内蔵マイク＊1
SDメモリーカードスロット

Webカメラ

NFC
ポート＊2

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

258mm（D）

385.6mm（W）

LANコネクタ

内蔵マイク

DCコネクタ HDMI出力端子

Webカメラ

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

258mm（D）

385.6mm（W）

USB 3.0コネクタ×2

SDメモリーカードスロット

LANコネクタ

DCコネクタ HDMI出力端子

USB 3.0コネクタ×2

SDメモリーカードスロット

DVD/CDドライブ

USB 2.0コネクタ

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

内蔵マイク Webカメラ

DVD/CDドライブ

USB 2.0コネクタ

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

USB 3.0コネクタ

（右側面）

（背面）

212mm（D）

319mm（W）

DCコネクタ

HDMI
出力端子

SDメモリー
カードスロット

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB
充電機能対応）

ヘッドフォン／ヘッドフォンマイク端子
盗難防止用ロック

内蔵マイク Webカメラ

USB 3.0コネクタ

音量ボタン

USB 3.0コネクタ
USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB充電機能対応）

LANコネクタ

DCコネクタ HDMI出力端子

BD/DVD/CDドライブ
USB 2.0コネクタ

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

SDメモリーカードスロット

Windows
ボタン

（正面） （左側面） （右側面）（背面）

380mm（W）

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB充電機能対応）

DCコネクタ キーボード
取り出し
スイッチHDMI出力端子

SDメモリーカードスロット

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

内蔵マイクWebカメラ 音量ボタン

＊1：HF150/CAシリーズではDVDドライブとなります。

160mm（D）

BD/DVD/
CDドライブ＊1

LANコネクタ

USB 3.0コネクタ

Windows
ボタン

40 41※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



インターフェイス

HZ750/CAB
HZ650/CAシリーズ P.06 HZ550/CAB P.06

P.12
NS850/CAB
NS750/CAシリーズ P.14

NS700/CAシリーズ
NS550/CAシリーズ　NS350/CAシリーズ

P.14NS150/CAシリーズ

P.10HS550/CAS　HS350/CAS P.16
DA970/CAB
DA770/CAシリーズ P.16

DA570/CAB
DA370/CAシリーズ　DA350/CAW

P.20DT750/CAW　DT150/CAW

P.14NS100/C1W　NS100/C2W

P.08HF750/CAB　HF350/CAシリーズ　HF150/CAシリーズ

（右側面）（前面） （キーボード背面）（タブレット背面） （左側面）

（デジタイザーペン＊1）
301.1mm

192.5
mm

Webカメラ

ペン先
消しゴムボタン

クリックボタン216.7mm（D）

301.4mm（W）

画面回転ボタン

Webカメラ

スピーカ
Windows
ボタン

USB 2.0コネクタ

USB 3.0コネクタ

Micro HDMI
出力端子

マイク入力/
ヘッドフォン端子

音量ボタン
microSDメモリーカードスロット

デジタイザーペン
収納スロット＊1

DCコネクタ

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

217mm（D）

319mm（W）

DCコネクタ

HDMI
出力端子

SDメモリー
カードスロット

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB
充電機能対応）

ヘッドフォン／ヘッドフォンマイク端子
盗難防止用ロック

内蔵マイク Webカメラ

（正面）

（左側面）

336mm（H）

466mm（W）

DT150/CAW
（正面）

379mm（H）

546mm（W）

DT750/CAW
（正面）

414mm（D）

375mm（H）

147mm（W）

97mm（W）

SDメモリーカードスロット＊2

BD/DVD/CD
ドライブ＊1

USB 3.0コネクタ
マイク入力端子
ヘッドフォン出力端子

USB 3.0コネクタ （左側面）（正面）

PS/2キーボードコネクタUSB 2.0
コネクタ×4

マイク入力端子

音声出力端子
音声入力端子

PCI Express（X16）スロット

USB 3.0
コネクタ×2

LANコネクタ

PS/2マウスコネクタ
（背面）

PCI Express（X1）スロット×2
PCI スロット

DisplayPort＊3 アナログRGBコネクタ
シリアルポート

＊1：DT150/CAWはDVD/CDドライブとなります。
＊2：DT750/CAWのみ。
＊3：添付のDisplayPort-DVI-D変換アダプタで添付
のディスプレイと接続します。

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

250mm（D）

544mm（W）

435mm（H）＊1

明るさ調節つまみ／
画面消灯ボタン

BD/DVD/
CDドライブ

HDMI入力端子

USB 2.0コネクタ×2

転倒防止用フック

デジタルアンテナ端子

ヘッドフォン／
ヘッドフォン
マイク端子

USB 3.0コネクタ

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB
充電機能対応）

DCコネクタ メモリースロット
カバー

Webカメラ 外部入力切換ボタン

SDメモリーカード
スロット

＊1：ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時。

＊1：NS750/CAシリーズでは、位置が異なります。　＊2：NS850/CABのみ。

＊1：デジタイザーペンは、HS550/CASのみ添付。

HDMI出力端子

LANコネクタ
USB 3.0コネクタ

miniB-CASカード
スロット

内蔵マイク

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

270mm（D）＊1

527mm（W）

415mm（H）＊1

マイク入力端子

明るさ調節つまみ／
画面消灯ボタン

BD/DVD/
CDドライブ＊3

LANコネクタ
USB 2.0
コネクタ×4

デジタルアンテナ端子＊2

ヘッドフォン／
オーディオ出力端子USB 3.0コネクタ

DCコネクタ

メモリースロットカバー

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB
充電機能対応）

転倒防止用フック＊4

Webカメラ

SDメモリーカード
スロット

＊1：本体最大傾斜時。最小傾斜時は、190（D）×432（H）mmとなります。　＊2：DA350/CAWを除く。
＊3：DA370/CAシリーズ、DA350/CAWでは、DVD/CDドライブとなります。　＊4：転倒・落下など
を防止するため、ひもなどでパソコン本体を壁面、または台へ固定することをおすすめします。

miniB-CASカード
スロット＊2

内蔵マイク

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

270mm（D）

382mm（W）

内蔵マイク Webカメラ

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

270mm（D）

382mm（W）

USB 3.0コネクタ
USB 3.0コネクタUSB 3.0コネクタ

（パワーオフUSB充電機能対応）

LANコネクタ

DCコネクタ HDMI出力端子

BD/DVD/CDドライブ
USB 2.0コネクタ

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

内蔵マイク＊1
SDメモリーカードスロット

Webカメラ

NFC
ポート＊2

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

258mm（D）

385.6mm（W）

LANコネクタ

内蔵マイク

DCコネクタ HDMI出力端子

Webカメラ

（正面）

（左側面） （右側面）

（背面）

258mm（D）

385.6mm（W）

USB 3.0コネクタ×2

SDメモリーカードスロット

LANコネクタ

DCコネクタ HDMI出力端子

USB 3.0コネクタ×2

SDメモリーカードスロット

DVD/CDドライブ

USB 2.0コネクタ

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

内蔵マイク Webカメラ

DVD/CDドライブ

USB 2.0コネクタ

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

USB 3.0コネクタ

（右側面）

（背面）

212mm（D）

319mm（W）

DCコネクタ

HDMI
出力端子

SDメモリー
カードスロット

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB
充電機能対応）

ヘッドフォン／ヘッドフォンマイク端子
盗難防止用ロック

内蔵マイク Webカメラ

USB 3.0コネクタ

音量ボタン

USB 3.0コネクタ
USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB充電機能対応）

LANコネクタ

DCコネクタ HDMI出力端子

BD/DVD/CDドライブ
USB 2.0コネクタ

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

SDメモリーカードスロット

Windows
ボタン

（正面） （左側面） （右側面）（背面）

380mm（W）

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB充電機能対応）

DCコネクタ キーボード
取り出し
スイッチHDMI出力端子

SDメモリーカードスロット

ヘッドフォン／
ヘッドフォンマイク端子

盗難防止用ロック

内蔵マイクWebカメラ 音量ボタン

＊1：HF150/CAシリーズではDVDドライブとなります。

160mm（D）

BD/DVD/
CDドライブ＊1

LANコネクタ

USB 3.0コネクタ

Windows
ボタン

40 41※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



＊3 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3＊3 ＊3＊3＊3＊3＊3＊3＊3＊3＊3＊3 ＊4＊4 ＊4 ＊3

＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2＊2＊2＊2

（受信） （受信） （受信） （受信） （受信） （受信） （受信）（受信） （配信/受信）（配信/受信）（配信/受信）（受信）（受信）（受信）（受信）（受信）（受信） （受信）（配信/受信） （受信）

＊4

できることから選ぶ P.06 P.08 P.10 P.12 P.16 P.20

：P.22～P.25「LAVIEできることガイド」に記載されている機能に対応しています。　

詳細はP.22～P.25「できることガイド」をご覧ください。 HZ750/CAB HZ650/CA
シリーズ HF750/CAB HS550/CAS HS350/CAS NS100/C1W NS100/C2W DA970/CABNS850/CABHF350/CA

シリーズ
HF150/CA
シリーズ

NS750/CA
シリーズ

NS700/CA
シリーズ

NS550/CA
シリーズ

NS350/CA
シリーズ

NS150/CA
シリーズ

DA770/CA
シリーズ DA570/CAB DA350/CAW DT750/CAW DT150/CAWDA370/CA

シリーズHZ550/CAB

TVパソコンと他の機器を連携して
便利に使える！

テレビ連携機能＊1

文書、表計算・グラフ、レポート
などの資料を作成する
新しいOffice

ワンタッチでパソコンとアプリを起動できる！

ワンタッチスタートボタン

やりたいことにぴったりのアプリが探せる！

LAVIEアプリナビ

新しいパソコンの基本をしっかり学べる！

パソコンのいろは

オーディオ製品に迫る臨場感あふれる音を再現

YAMAHAサウンドシステム

安心
P.22◀

簡単
P.23◀

快適
P.24◀

Office
P.26◀

※写真はNS750/CAシリーズです。 ※写真はDA770/CAシリーズです。。すでSAC/055SHは真写※。すでズーリシAC/053FHは真写※。すでズーリシAC/056ZHは真写※ ※写真はDT750/CAWです。

＊1：ライブ放送を配信できるのは、2012年7月以降発表のLAVIE、VALUESTARのうち、ダブルチューナ以上搭載のTVモデルのみ。　＊2：AudioEngine™機能のみ搭載。　＊3：Office Home & Business Premium（Word 2013、 Excel 2013、 Outlook 2013、PowerPoint 2013、OneNote 2013）プラス Office 365 サービス搭載。　＊4：Office Personal Premium（Word 2013、 Excel 2013、Outlook 2013）プラス Office 365 サービス搭載。

ひとりひとりのユーザに最適な
サポート情報を提供！

LAVIEアシスト

インターネットの脅威からデバイスを守る！

マカフィー リブセーフ（使用期間限定版）

パソコンやOfficeの活用の基本が
動画でわかる！
LAVIE動画なび

本格的にデジタル写真を編集する！

高度な写真編集

スマートフォン、タブレットの写真を
パソコンと共有できる！

LAVIEフォト

明るく高精細な映像を楽しめる

高画質ディスプレイ

パソコン買換え時のデータ引越しが簡単！

おまかせデータ引越し

撮影した4K動画を編集・再生・投稿できる！

4Kビデオ編集

会話で検索や操作ができる！

LAVIEボイス

使わない時は便利な情報ボードに！

インフォボード

ニュースをまとめる
ジブン専用新聞

My Time Line
思い出の写真・ビデオを
タイムラインで簡単に共有！

My History

※画面ははめ込み合成で、 変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売され       ます。使用できるアプリは国により異なります。
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＊3 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3＊3 ＊3＊3＊3＊3＊3＊3＊3＊3＊3＊3 ＊4＊4 ＊4 ＊3

＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2＊2＊2＊2

（受信） （受信） （受信） （受信） （受信） （受信） （受信）（受信） （配信/受信）（配信/受信）（配信/受信）（受信）（受信）（受信）（受信）（受信）（受信） （受信）（配信/受信） （受信）

＊4

できることから選ぶ P.06 P.08 P.10 P.12 P.16 P.20

：P.22～P.25「LAVIEできることガイド」に記載されている機能に対応しています。　

詳細はP.22～P.25「できることガイド」をご覧ください。 HZ750/CAB HZ650/CA
シリーズ HF750/CAB HS550/CAS HS350/CAS NS100/C1W NS100/C2W DA970/CABNS850/CABHF350/CA

シリーズ
HF150/CA
シリーズ

NS750/CA
シリーズ

NS700/CA
シリーズ

NS550/CA
シリーズ

NS350/CA
シリーズ

NS150/CA
シリーズ

DA770/CA
シリーズ DA570/CAB DA350/CAW DT750/CAW DT150/CAWDA370/CA

シリーズHZ550/CAB

TVパソコンと他の機器を連携して
便利に使える！

テレビ連携機能＊1

文書、表計算・グラフ、レポート
などの資料を作成する
新しいOffice

ワンタッチでパソコンとアプリを起動できる！

ワンタッチスタートボタン

やりたいことにぴったりのアプリが探せる！

LAVIEアプリナビ

新しいパソコンの基本をしっかり学べる！

パソコンのいろは

オーディオ製品に迫る臨場感あふれる音を再現

YAMAHAサウンドシステム

安心
P.22◀

簡単
P.23◀

快適
P.24◀

Office
P.26◀

※写真はNS750/CAシリーズです。 ※写真はDA770/CAシリーズです。※写真はHZ650/CAシリーズです。 ※写真はHF350/CAシリーズです。 ※写真はHS550/CASです。 ※写真はDT750/CAWです。

＊1：ライブ放送を配信できるのは、2012年7月以降発表のLAVIE、VALUESTARのうち、ダブルチューナ以上搭載のTVモデルのみ。　＊2：AudioEngine™機能のみ搭載。　＊3：Office Home & Business Premium（Word 2013、 Excel 2013、 Outlook 2013、PowerPoint 2013、OneNote 2013）プラス Office 365 サービス搭載。　＊4：Office Personal Premium（Word 2013、 Excel 2013、Outlook 2013）プラス Office 365 サービス搭載。

ひとりひとりのユーザに最適な
サポート情報を提供！

LAVIEアシスト

インターネットの脅威からデバイスを守る！

マカフィー リブセーフ（使用期間限定版）

パソコンやOfficeの活用の基本が
動画でわかる！
LAVIE動画なび

本格的にデジタル写真を編集する！

高度な写真編集

スマートフォン、タブレットの写真を
パソコンと共有できる！

LAVIEフォト

明るく高精細な映像を楽しめる

高画質ディスプレイ

パソコン買換え時のデータ引越しが簡単！

おまかせデータ引越し

撮影した4K動画を編集・再生・投稿できる！

4Kビデオ編集

会話で検索や操作ができる！

LAVIEボイス

使わない時は便利な情報ボードに！

インフォボード

ニュースをまとめる
ジブン専用新聞

My Time Line
思い出の写真・ビデオを
タイムラインで簡単に共有！

My History

※画面ははめ込み合成で、 変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売され       ます。使用できるアプリは国により異なります。
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基
本
性
能

本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。［例］型名：HZ750/CAB→型番：PC-HZ750CAB

ワイヤレス機能

対応メモリーカード

BD/DVD/CDドライブ

サウンド

快適・便利機能

ハードディスク/
SSD

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

統合アプリ

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊3

バッテリ駆動時間
（JEITA 2.0）

ラインアップ

HF750/CAB

P.08 P.10

HF350/CAW
HF350/CAB

HF150/CAW
HF150/CAB HS550/CAS HS350/CAS

スパークリングシルバーストームブラック

ストームブラック

ムーンシルバー

ピュアブラック

ピュアホワイト

＊1：13.3型ワイド液晶搭載ノートPC、または13.3型ワイド液晶タッチパネル搭載UltrabookTM として。2015年8月1日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。　＊2：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定した めやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊3：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。　＊4：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。

HZ750/CAB HZ550/CAB

P.06

HZ650/CAS
HZ650/CAB

世界最軽量＊1

質量＊4

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。       Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

Bluetooth® キーボード
加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ、照度センサ

Webカメラ Webカメラ

デジタイザー機能

Webカメラ

USB 3.0、パワーオフUSB充電機能 USB 3.0USB 3.0、パワーオフUSB充電機能

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ

ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）
ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ（1W＋1W）
ヤマハ製 AudioEngine™

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

8GB（オンボード）
デュアルチャネル対応
（最大8GB）

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

4GB（オンボード）
（最大4GB）

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

約2.0時間＊2 約2.3時間＊2

SDXCメモリーカード（UHS-II対応）SDXCメモリーカード（UHS-II対応）

約1TBSSD 約128GB

M区分 0.043（AAA） M区分 0.052（AAA） M区分 0.064（AAA）

フルフラット
スーパーシャインビュー 広視野角

13.3型ワイド WQHD 13.3型ワイド フルHD 15.6型ワイド フルHD13.3型ワイド WQHD

2560×1440ドット

タッチパネル タッチパネル タッチパネルー

ー

ー

1920×1080ドット 2560×1440ドット 1920×1080ドット

11.6型ワイド フルHD

1920×1080ドット

約2.8kg（キーボード含む）

DVDスーパー
マルチドライブ

（DVD-R/+R 2層書込み対応）

ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

約9.0時間＊2 約11.6時間＊2 約5.9時間＊2

N区分 0.021（AAA） R区分 0.018（AAA） R区分 0.023（AAA） S区分 0.038（AAA） S区分 0.054（AA）

約926g 約779g

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®（Ver.4.0）

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®（Ver.4.0）

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®（Ver.4.0）

SSD 約128GB

ステレオスピーカ（0.7W＋0.7W)

4GB（オンボード）
デュアルチャネル対応（最大4GB）

microSDXCメモリーカード

約8.0時間＊2 約7.8時間＊2

キーボード：約560g

本体：約822g 本体：約795g

第5世代
Core™ i7-5500U

2.40GHz（最大3GHz）［2コア/4スレッド］

第5世代
Core™ i7-5500U

2.40GHz（最大3GHz）［2コア/4スレッド]

第5世代 Core™ i5-5200U
2.20GHz（最大2.70GHz）［2コア/4スレッド]

第5世代
Core™ i3-5015U
2.10GHz［2コア/4スレッド］

Celeron® 3215U
1.70GHz［2コア/2スレッド］

Core™ M-71 
1.20GHz（最大2.90GHz）
［2コア/4スレッド］

Core™ M
0.80GHz（最大2GHz）
［2コア/4スレッド］

別売、専用オプション
（DVDスーパーマルチドライブ 型番：PC-AC-DU007C）

Windows 10 HomeWindows 10 Home Windows 10 Home

広視野角・ノングレア
フルフラット

スーパーシャインビュー
EX2
IPS

フルフラットスーパーシャインビュー

IPS
フルフラットスーパーシャインビュー

IPS
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基
本
性
能

本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。［例］型名：HZ750/CAB→型番：PC-HZ750CAB

ワイヤレス機能

対応メモリーカード

BD/DVD/CDドライブ

サウンド

快適・便利機能

ハードディスク/
SSD

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

統合アプリ

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊3

バッテリ駆動時間
（JEITA 2.0）

ラインアップ

HF750/CAB

P.08 P.10

HF350/CAW
HF350/CAB

HF150/CAW
HF150/CAB HS550/CAS HS350/CAS

スパークリングシルバーストームブラック

ストームブラック

ムーンシルバー

ピュアブラック

ピュアホワイト

＊1：13.3型ワイド液晶搭載ノートPC、または13.3型ワイド液晶タッチパネル搭載UltrabookTM として。2015年8月1日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。　＊2：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定した めやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊3：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。　＊4：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。

HZ750/CAB HZ550/CAB

P.06

HZ650/CAS
HZ650/CAB

世界最軽量＊1

質量＊4

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。       Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

Bluetooth® キーボード
加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ、照度センサ

Webカメラ Webカメラ

デジタイザー機能

Webカメラ

USB 3.0、パワーオフUSB充電機能 USB 3.0USB 3.0、パワーオフUSB充電機能

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ

ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）
ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ（1W＋1W）
ヤマハ製 AudioEngine™

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

8GB（オンボード）
デュアルチャネル対応
（最大8GB）

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

4GB（オンボード）
（最大4GB）

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

約2.0時間＊2 約2.3時間＊2

SDXCメモリーカード（UHS-II対応）SDXCメモリーカード（UHS-II対応）

約1TBSSD 約128GB

M区分 0.043（AAA） M区分 0.052（AAA） M区分 0.064（AAA）

フルフラット
スーパーシャインビュー 広視野角

13.3型ワイド WQHD 13.3型ワイド フルHD 15.6型ワイド フルHD13.3型ワイド WQHD

2560×1440ドット

タッチパネル タッチパネル タッチパネルー

ー

ー

1920×1080ドット 2560×1440ドット 1920×1080ドット

11.6型ワイド フルHD

1920×1080ドット

約2.8kg（キーボード含む）

DVDスーパー
マルチドライブ

（DVD-R/+R 2層書込み対応）

ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

約9.0時間＊2 約11.6時間＊2 約5.9時間＊2

N区分 0.021（AAA） R区分 0.018（AAA） R区分 0.023（AAA） S区分 0.038（AAA） S区分 0.054（AA）

約926g 約779g

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®（Ver.4.0）

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®（Ver.4.0）

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®（Ver.4.0）

SSD 約128GB

ステレオスピーカ（0.7W＋0.7W)

4GB（オンボード）
デュアルチャネル対応（最大4GB）

microSDXCメモリーカード

約8.0時間＊2 約7.8時間＊2

キーボード：約560g

本体：約822g 本体：約795g

第5世代
Core™ i7-5500U

2.40GHz（最大3GHz）［2コア/4スレッド］

第5世代
Core™ i7-5500U

2.40GHz（最大3GHz）［2コア/4スレッド]

第5世代 Core™ i5-5200U
2.20GHz（最大2.70GHz）［2コア/4スレッド]

第5世代
Core™ i3-5015U
2.10GHz［2コア/4スレッド］

Celeron® 3215U
1.70GHz［2コア/2スレッド］

Core™ M-71 
1.20GHz（最大2.90GHz）
［2コア/4スレッド］

Core™ M
0.80GHz（最大2GHz）
［2コア/4スレッド］

別売、専用オプション
（DVDスーパーマルチドライブ 型番：PC-AC-DU007C）

Windows 10 HomeWindows 10 Home Windows 10 Home

広視野角・ノングレア
フルフラット

スーパーシャインビュー
EX2
IPS

フルフラットスーパーシャインビュー

IPS
フルフラットスーパーシャインビュー

IPS
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クリスタルブラック
クリスタルレッド
クリスタルゴールド

クリスタルホワイト クリスタルブラッククリスタルレッド クリスタルホワイト
スターリーブラック

ルミナスレッド
エクストラホワイト ホワイト

DVDスーパーマルチ     ドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

基
本
性
能

本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。［例］型名：NS850/CAB→型番：PC-NS850CAB

ワイヤレス機能

対応メモリーカード

BD/DVD/CD
ドライブ

サウンド

快適・便利機能

ハードディスク

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

統合アプリ

基
本
性
能

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊6

バッテリ駆動時間
（JEITA 2.0）

NS100/C2W NS100/C1WNS850/CAB DA970/CAB

P.14

P.12

P.16 P.20

クランベリーレッド ファインホワイト ファインブラック

クランベリーレッド
ファインホワイト

ファインブラック

ファインブラック

＊1：NAND型フラッシュメモリをハードディスクに内蔵。キャッシュメモリとして使用するためお客様がデータを保存したりアプリをインストールするなどの使用はできません。　＊2：BS・110度CSデジタル放送用アンテナへの電源供給機能がありません。このため 別途「電源供給器」が必要な場合があります。詳細はホームページ（http://121ware.com/catalog/dtv/）で事前にご確認ください。　＊3：出荷時のハードディスク空き容量（Ｃドライブと
Ｄドライブの合計）に録画した場合のめやすです。出荷時の録画先ドライブはCドライブになります。ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切り換えが必要になる場合があります。録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。　＊4：本製品の パームレストは、抗菌、防指紋のための処理を施しております。紫外線(直射日光など)などの影響や長期間の使用に伴い、パームレストが変色する可能性があります。抗菌、防指紋の効果は、
摩耗により低下します。万が一、パームレストの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。　【SIAA登録番号】JP0122260A0002Q（抗菌製品技術協議会（SIAA）で認定 された番号）　【試験機関】一般財団法人ボーケン品質評価機構　【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく　【抗菌方法と抗菌場所】無機抗菌成分(銀系)をパームレストに印刷　【試験結果】抗菌
活性値2.0以上　＊5：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊6：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。　＊7：本製品は省エネ法の対象外です。　＊8：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊9：最新情報につきましては、ホームページ （http://121ware.com/lavie/dt/→仕様）をご覧ください。

TV機能

地上デジタルハイビジョン
テレビ放送最長録画時間

NS750/CAR
NS750/CAG
NS750/CAW
NS750/CAB

NS700/CAR
NS700/CAW
NS700/CAB

NS550/CAR
NS550/CAW
NS550/CAB

NS350/CAR
NS350/CAW
NS350/CAB

NS150/CAR
NS150/CAW
NS150/CAB

DA770/CAR
DA770/CAW
DA770/CAB

DA370/CAR
DA370/CAW
DA370/CAB

DA570/CAB DA350/CAW DT750/CAW DT150/CAW

ホワイト ホワイト

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果
に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質
管理・情報公開された製品に表示されています。

ラインアップ

※写真はDA370/CAシリーズです。

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。       Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応
（最大16GB）［空きスロット：0］

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

約4.0時間＊5 約4.3時間＊5 約5.6時間＊5 約5.7時間＊5 約6.2時間＊5

SDXCメモリーカード（UHS-II対応） SDXCメモリーカード SDXCメモリーカード（UHS-II対応） SDXCメモリーカード

約1TB 約1TB約4TB 約1TB約3TB 約3TB約500GB約1TB（SSHD＊1）

M区分 0.021（AAA）M区分 0.031（AAA） M区分 0.030（AAA） M区分 0.023（AAA） M区分 0.027（AAA） M区分 0.043（AAA） T区分 0.073（AA） T区分 0.081（AA） T区分 0.060（AA） T区分 0.095（AA）M区分 0.044      （AAA）

約2.7kg 約2.5kg 約2.4kg 約10.9kg 約10.8kg 約8.7kg約9.4kg 約8.5kg 測定中＊9

NFC、ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®（Ver.4.0）

ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® （Ver.4.0）

ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®（Ver.4.0）

測定中＊9

第6世代 Core™ i7-6500U
2.50GHz（最大3.10GHz）［2コア/4スレッド］

第5世代 
Core™ i7-5557U
3.10GHz（最大3.40GHz）
［2コア/4スレッド］

第5世代 
Core™ i7-5500U
2.40GHz（最大3GHz）
［2コア/4スレッド］

第5世代
Core™ i5-5200U
2.20GHz（最大2.70GHz）
［2コア/4スレッド］

第6世代
Core™ i3-6100U

2.30GHz
［2コア/4スレッド］

Celeron® 3215U
1.70GHz［2コア/2スレッド］

Celeron® 3215U
1.70GHz ［2コア/2スレッド］

質量＊8

Office
Personal Premium
プラス Office 365

サービス

Office
Personal Premium プラス
Office 365 サービス

第4世代
Core™ i7-4790
3.60GHz（最大4GHz）
［4コア/8スレッド]

第4世代
Core™ i3-4170

3.70GHz
［2コア/4スレッド］

DVD
スーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

ステレオスピーカ
（2W＋2W）

ステレオスピーカ
（1W＋1W）

Office
Home ＆ Business
Premium プラス

Office 365 サービス

Office
Personal Premium
プラス Office
365 サービス

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

SDXCメモリーカード

＊7

フルフラット
スーパーシャインビュー 

フルフラット
スーパーシャインビュー

EX2
スーパーシャインビュー

スーパーシャインビュー スーパーシャインビュー フルフラット
スーパーシャインビュー

第6世代
Core™ i5-6200U
2.30GHz（最大2.80GHz）
［2コア/4スレッド］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）［空きスロット：1］

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）

［空きスロット：1］

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応
（最大32GB）
［空きスロット：2］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能
（最大32GB）
［空きスロット：3］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ2W＋2W ウ－ファ4W（FR-Port™方式）］

ヤマハ製 AudioEngine™

3D Webカメラ 3D Webカメラ

防指紋・
抗菌パームレスト＊4

HDMI入力端子、HDMI出力端子 HDMI入力端子

防滴フローティングキーボード

Webカメラ Webカメラ

USB 3.0、パワーオフUSB充電機能、手書きでお助けパッド機能 USB 3.0、パワーオフUSB充電機能
USB 3.0

防滴アイソレーションキーボード アイソレーションキーボード ワイヤレスアイソレーションキーボード
フロントアクセス

USB 3.0

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ2W+2W（FR-Port™方式）］

ヤマハ製 AudioEngine™

YAMAHAサウンドシステム
[スピーカ3W＋3W ウ－ファ6W(FR-Port™方式)]

ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ
（1.5W＋1.5W）

ヤマハ製
AudioEngine™

ステレオスピーカ　　  （1.5W＋1.5W）

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

地上・BS・
110度CSデジタルTV

4チューナ＊2

地上・BS・
110度CSデジタルTV
ダブルチューナ＊2

地上・BS・
110度CSデジタルTV
シングルチューナ＊2

15.6型ワイド
Ultra HD 4K 15.6型ワイド フルHD 15.6型ワイド HD 23.8型ワイド フルHD 21.5型ワイド フルHD 23型ワイド フルHD 19.5型ワイド HD＋

3840×2160ドット

タッチパネル タッチパネル

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ーー

ー ー ー ー

1920×1080ドット 1366×768ドット 1920×1080ドット 1920×1080ドット

IPS IPS IPS IPS
スーパーシャインビュー ノングレア

IPS IPSIPS

1600×900ドット

ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home

約5719時間
（セミファインロング）＊3

約4257時間
（セミファインロング）＊3

約812時間
（セミファインロング）＊3

約818時間
（セミファインロング）＊3
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クリスタルブラック
クリスタルレッド
クリスタルゴールド

クリスタルホワイト クリスタルブラッククリスタルレッド クリスタルホワイト
スターリーブラック

ルミナスレッド
エクストラホワイト ホワイト

DVDスーパーマルチ     ドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

基
本
性
能

本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。［例］型名：NS850/CAB→型番：PC-NS850CAB

ワイヤレス機能

対応メモリーカード

BD/DVD/CD
ドライブ

サウンド

快適・便利機能

ハードディスク

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

統合アプリ

基
本
性
能

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊6

バッテリ駆動時間
（JEITA 2.0）

NS100/C2W NS100/C1WNS850/CAB DA970/CAB

P.14

P.12

P.16 P.20

クランベリーレッド ファインホワイト ファインブラック

クランベリーレッド
ファインホワイト

ファインブラック

ファインブラック

＊1：NAND型フラッシュメモリをハードディスクに内蔵。キャッシュメモリとして使用するためお客様がデータを保存したりアプリをインストールするなどの使用はできません。　＊2：BS・110度CSデジタル放送用アンテナへの電源供給機能がありません。このため 別途「電源供給器」が必要な場合があります。詳細はホームページ（http://121ware.com/catalog/dtv/）で事前にご確認ください。　＊3：出荷時のハードディスク空き容量（Ｃドライブと
Ｄドライブの合計）に録画した場合のめやすです。出荷時の録画先ドライブはCドライブになります。ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切り換えが必要になる場合があります。録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。　＊4：本製品の パームレストは、抗菌、防指紋のための処理を施しております。紫外線(直射日光など)などの影響や長期間の使用に伴い、パームレストが変色する可能性があります。抗菌、防指紋の効果は、
摩耗により低下します。万が一、パームレストの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。　【SIAA登録番号】JP0122260A0002Q（抗菌製品技術協議会（SIAA）で認定 された番号）　【試験機関】一般財団法人ボーケン品質評価機構　【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく　【抗菌方法と抗菌場所】無機抗菌成分(銀系)をパームレストに印刷　【試験結果】抗菌
活性値2.0以上　＊5：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊6：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。　＊7：本製品は省エネ法の対象外です。　＊8：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊9：最新情報につきましては、ホームページ （http://121ware.com/lavie/dt/→仕様）をご覧ください。

TV機能

地上デジタルハイビジョン
テレビ放送最長録画時間

NS750/CAR
NS750/CAG
NS750/CAW
NS750/CAB

NS700/CAR
NS700/CAW
NS700/CAB

NS550/CAR
NS550/CAW
NS550/CAB

NS350/CAR
NS350/CAW
NS350/CAB

NS150/CAR
NS150/CAW
NS150/CAB

DA770/CAR
DA770/CAW
DA770/CAB

DA370/CAR
DA370/CAW
DA370/CAB

DA570/CAB DA350/CAW DT750/CAW DT150/CAW

ホワイト ホワイト

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果
に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質
管理・情報公開された製品に表示されています。

ラインアップ

※写真はDA370/CAシリーズです。

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。       Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応
（最大16GB）［空きスロット：0］

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

約4.0時間＊5 約4.3時間＊5 約5.6時間＊5 約5.7時間＊5 約6.2時間＊5

SDXCメモリーカード（UHS-II対応） SDXCメモリーカード SDXCメモリーカード（UHS-II対応） SDXCメモリーカード

約1TB 約1TB約4TB 約1TB約3TB 約3TB約500GB約1TB（SSHD＊1）

M区分 0.021（AAA）M区分 0.031（AAA） M区分 0.030（AAA） M区分 0.023（AAA） M区分 0.027（AAA） M区分 0.043（AAA） T区分 0.073（AA） T区分 0.081（AA） T区分 0.060（AA） T区分 0.095（AA）M区分 0.044      （AAA）

約2.7kg 約2.5kg 約2.4kg 約10.9kg 約10.8kg 約8.7kg約9.4kg 約8.5kg 測定中＊9

NFC、ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®（Ver.4.0）

ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® （Ver.4.0）

ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®（Ver.4.0）

測定中＊9

第6世代 Core™ i7-6500U
2.50GHz（最大3.10GHz）［2コア/4スレッド］

第5世代 
Core™ i7-5557U
3.10GHz（最大3.40GHz）
［2コア/4スレッド］

第5世代 
Core™ i7-5500U
2.40GHz（最大3GHz）
［2コア/4スレッド］

第5世代
Core™ i5-5200U
2.20GHz（最大2.70GHz）
［2コア/4スレッド］

第6世代
Core™ i3-6100U

2.30GHz
［2コア/4スレッド］

Celeron® 3215U
1.70GHz［2コア/2スレッド］

Celeron® 3215U
1.70GHz ［2コア/2スレッド］

質量＊8

Office
Personal Premium
プラス Office 365

サービス

Office
Personal Premium プラス
Office 365 サービス

第4世代
Core™ i7-4790
3.60GHz（最大4GHz）
［4コア/8スレッド]

第4世代
Core™ i3-4170

3.70GHz
［2コア/4スレッド］

DVD
スーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

ステレオスピーカ
（2W＋2W）

ステレオスピーカ
（1W＋1W）

Office
Home ＆ Business
Premium プラス

Office 365 サービス

Office
Personal Premium
プラス Office
365 サービス

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

SDXCメモリーカード

＊7

フルフラット
スーパーシャインビュー 

フルフラット
スーパーシャインビュー

EX2
スーパーシャインビュー

スーパーシャインビュー スーパーシャインビュー フルフラット
スーパーシャインビュー

第6世代
Core™ i5-6200U
2.30GHz（最大2.80GHz）
［2コア/4スレッド］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）［空きスロット：1］

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）

［空きスロット：1］

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応
（最大32GB）
［空きスロット：2］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能
（最大32GB）
［空きスロット：3］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ2W＋2W ウ－ファ4W（FR-Port™方式）］

ヤマハ製 AudioEngine™

3D Webカメラ 3D Webカメラ

防指紋・
抗菌パームレスト＊4

HDMI入力端子、HDMI出力端子 HDMI入力端子

防滴フローティングキーボード

Webカメラ Webカメラ

USB 3.0、パワーオフUSB充電機能、手書きでお助けパッド機能 USB 3.0、パワーオフUSB充電機能
USB 3.0

防滴アイソレーションキーボード アイソレーションキーボード ワイヤレスアイソレーションキーボード
フロントアクセス

USB 3.0

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ2W+2W（FR-Port™方式）］

ヤマハ製 AudioEngine™

YAMAHAサウンドシステム
[スピーカ3W＋3W ウ－ファ6W(FR-Port™方式)]

ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ
（1.5W＋1.5W）

ヤマハ製
AudioEngine™

ステレオスピーカ　　  （1.5W＋1.5W）

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

地上・BS・
110度CSデジタルTV

4チューナ＊2

地上・BS・
110度CSデジタルTV
ダブルチューナ＊2

地上・BS・
110度CSデジタルTV
シングルチューナ＊2

15.6型ワイド
Ultra HD 4K 15.6型ワイド フルHD 15.6型ワイド HD 23.8型ワイド フルHD 21.5型ワイド フルHD 23型ワイド フルHD 19.5型ワイド HD＋

3840×2160ドット

タッチパネル タッチパネル

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ーー

ー ー ー ー

1920×1080ドット 1366×768ドット 1920×1080ドット 1920×1080ドット

IPS IPS IPS IPS
スーパーシャインビュー ノングレア

IPS IPSIPS

1600×900ドット

ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home

約5719時間
（セミファインロング）＊3

約4257時間
（セミファインロング）＊3

約812時間
（セミファインロング）＊3

約818時間
（セミファインロング）＊3
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このカタログの記載内容は2015年9月現在のものです。

〒101-0021 東京都千代田区外神田
四丁目１４番１号 秋葉原ＵＤＸ

Cat.No.1072 15090500ADDN

インターネットでパソコンを購入！

パソコンのCPUやメモリをカスタマイズして、あなた好みのパソコンが完成！パソ
コンの他にも、ＡＣアダプタやバッテリなどのＮＥＣ純正オプション品、ブロード
バンドルータ「Aterm」など、さまざまなパソコン関連商品を取りそろえております。

LAVIEが贈る家族の物語。ミニチュア
達が暮らす平和な街LAVIE Cit y。
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？

本カタログにはAR（拡張現実）を利用したスペシャルムービーを掲載しています。
ARマークの付いた写真にスマホをかざしてお楽しみください。

※画像はイメージです。

NEC Directコールセンター

LAVIE City

お電話によるご注文を承ります
キュー

0120-944-500
＜スマートフォン、携帯電話可能・通話料無料＞

フリーコールをご利用いただけないお客様は、
電話番号03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。121コンタクトセンター

電話サポート

※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。登録をされていない場合は、「NEC PCプレミアム（有料）」で対応いたします。登録方法の詳細につきましては、パソコン本体添付のマニュアルをご覧ください。　※すでにNEC製
のパソコンをお持ちのお客様も無料でご利用いただけます（Windows Millennium Edition(ME) 以前のOSは、「NEC PCプレミアム（有料）」で対応いたします）。　※サポート対象アプリにつきましては、P.30-31をご覧ください。

＊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。

※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。　※eBook図書券は、専用ページ
からログインすると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。一
部成人向けの書籍はご購入いただけません。

NEC製のパソコン・周辺機器・アプリの設定方法や使い方に
関するご質問、ご相談を無料でご利用いただけます。使い方相談無料!!で安心 受付時間9：00～19：00

（年中無休）

※NEC製のパソコン・周辺機器・アプリに関する相談が無料。ブロードバンドルータAtermについての使い方・故障診断・購入相談については、Atermインフォメーションセンターに
お問い合わせください。121コンタクトセンターでは、修理受付のみ承っております。

0120-977-121

詳しくはP.28

http://www.necdirect.jp/

受付時間：9:00～18:00

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

日本最大級のコミック・小説・写真集・雑誌などの
電子書店でエンターテイメントを満喫できる！

電子ブッククーポン

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！

ビデオ視聴クーポン

特典1 30日間無料！で視聴（全ジャンルの見放題作品＊1）
特典 2,160円分の図書券をもれなくプレゼント！

特典2 2000ポイント＊2プレゼント！
新作などポイントを使用しての視聴ができます。

詳しくはこちらを
ご覧ください。 ▶ 

無料スマホアプリ「aug!」を
検索しダウンロード。

AndroidTMの場合は「Google play」、iOSの場合は
「App Store」で検索してダウンロードしてください。

「aug!」を起動し、左のマークが付
いている写真にスマートフォンを
かざすとARコンテンツがお楽し
みいただけます。

21

本カタログ掲載機種をご購入で下記特典がついてくる！

す。

※画像はイメージです。

は、パソコン本体添付のマニュアルをご覧ください。　※すでにNEC製
アプリにつきましては、P.30-31をご覧ください。

無料でご利用いただけます。

詳しくはP.28

祝日・ゴールデンウィーク・年末年始、
およびNEC Direct指定休日を除く

NECは、タブレットも充実したラインアップ！

詳しくはLAVIE Tab総合カタログ、またはこちらをご覧ください。

http://121ware.com/lavietab/

公式Twitterアカウント
「@necpc_pc」をフォローしよう！

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネット
からもご提供しています。

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

※コンテンツは期間限定のため、ご覧になれなくなる場合があります。

AR
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