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愛され 続けるには、理由がある。

快適で安心して使い続けら れるパソコンをあなたに

先進技術クオリティ

1979年、NECは本格パーソナルコンピュータ「PC-8001」   を発売。以来38年にわたり先進技術を開発・採用し、

常に時代をリードする製品を生み出してきました。これからも、先進的な製品の開発は   もちろんのこと、徹底した品質管理とお客様のニーズに応えるサポートを行い、

「快適に、そしていつまでも安心してお使いい   ただけるパソコン」を提供してまいります。

徹底した品質管理 安心を支えるサポート

高性能で操作も高速
ハイスピードノートPC
▶ P.04

A4ノート

性能をワイドに選べる
スタンダードノートPC
▶ P.08

大画面＆高音質の
一体型デスクトップPC
▶ P.16

タブレットとしても使える
世界最軽量＊1モバイルPC
▶ P.12

12.5型ワイド
コンパクト・モバイルPC
▶ P.14

最新クアッドコアCPUや、ヤマハ製
ハイレゾ対応スピーカを採用。

開発・生産・出荷の全工程で実使用を超える
厳しい検査を実施。
※詳しくは、P.30をご覧ください。

無料で相談できる電話サポート、役立つ
情報を満載したWebサイトなど万全の
体制を整えています。
※詳しくは、P.28～P.29をご覧ください。

モバイル デスクトップ

＊1：HZ350/GAシリーズ。13.3型ワイド液晶搭載2 in 1ノートPCとして。2017年12月1日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。02 03

Cortana remembers, so you don’t have to.
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15.6型ワイド

NX850　NX750　NX550

NX850/JAG

NX850/JAB

すべてはその速さのために
排熱も考えた本体デザイン

打ちやすさにこだわった
キーボード

作業に集中できる
狭額縁ディスプレイ

NX850/JAW

高耐久性のUVコーティング剤を塗布することで、キー
表面の印字を保護。また、金属板を押し当てて、本体内
部から固定することで、タイピング時のたわみも軽減し
ています。

映像に没入しやすいフラット&狭額縁設計。また、ドロッ
プヒンジを採用することにより、正面からはヒンジが
目立たないように工夫しています。

搭載する機能を厳選し、CPUやOSへの負荷を低減。
また、後部側の脚を高くすることで、スムーズに吸気
を行いCPUを冷却。CPUを最適な状態に保ち、性能
を最大限に引き出します。

「やりたい」その思いを止めさせない速さ
最新CPU&ハイブリッドドライブ

最新クアッドコアCPUと、高速起動可能なSSD（NX850）
やSSHD（NX750）を搭載。思い立ったらすぐに起動で
き、スピーディに作業することが可能です。

こだわりを重ねて、
ひとつ上の心地よさへ。

Slim Bezel Display01. Fine Keyboard02.Cooling Design 03.High Speed 0 4.

0504
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Windows 10 Home

第8世代
Core™ i5-8250U

（1.60GHz/ 最大3.40GHz）

第8世代
Core™ i7-8550U

（1.80GHz/ 最大4.00GHz）
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
（フルHD）

8GB
（4GB×2）

SSHD 約1TB

SSD 約128GB（PCIe）
＋

HDD 約1TB

HDD 約1TB

NX850/JAシリーズ

NX750/JAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

型名 ディスプレイ メモリ 内蔵ストレージ BD/DVD/CDドライブ 無線通信機能基本OS CPU

ブルーレイ
ディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

4GB
（4GB×1）NX550/JAシリーズ

＊1：NX850・NX750/JAシリーズのみ。　＊2：電源を入れてから、Windows 10の壁紙が表示されるまでの時間を測定。5回測定し、そのうち最上位・最下位を除いた3回の平均値。NECパーソナルコンピュータ調べ。測
定結果は、環境により異なる場合があります。　＊3：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。　＊4：USB 3.1 Gen2対応機器と接続した場合の理論値です。

NX850/JAB

NX850/JAG

NX850/JAW

第8世代 Core™ i7＆ハイブ    リッドドライブ＊1の超高速作動、
スピードマスターPC

その速さが、感 性  を刺激する。

※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。

NX750/JAシリーズ

NX550/JAシリーズ グレイスブラックシルバー
NX850/JAB
NX750/JAB
NX550/JAB

NX850・NX750 NX550

グレイスホワイト
NX850/JAW
NX750/JAW
NX550/JAW

グレイスゴールド
NX850/JAG
NX750/JAG
NX550/JAG

NX850/JAシリーズ

SSDやSSHDでOSやアプリが高速起動
NX850/JAシリーズには、CドライブにSSD 約128GB、Dドライブ
にHDD 約1TBを採用。SSDにOSやアプリがインストールされて
いるので、高速で起動できます。

また、NX750/JAシリーズには、フラッシュメモリ＊3を内蔵し、
高速起動を実現したSSHD 約1TBを採用しています。

最新・高性能クアッドコアCPU搭載
省電力にもかかわらず、クアッドコアに対応した「第8世代 インテ
ル® Core™ i7 プロセッサー（NX850・NX750/JAシリーズ）」、

「第8世代 インテル ® Core™ i5 プロセッサー（NX550/JAシ
リーズ）」を搭載。負荷のかかる高画質動画の再生や編集も高
速で行えます。また、「ハイパースレッディング・テクノロジー」に対
応し、複数のプログラムもすばやく処理することができます。

高速DDR4メモリを搭載
省電力を実現しながら、データ転送速度をさらに向上させた
DDR4メモリを採用。第8世代 Core™ プロセッサーの性能を活
かすことができます。また、NX850・NX750/JAシリーズは大
容量8ＧＢ（4ＧＢ×2）のデュアルチャネル構成で、動画・写真編
集などがより高速に処理できます。

データを守る「HDD クッション構造」
HDD部の周辺にクッション材
を配 置して衝 撃 や 振 動を吸
収・緩和。大切なデータを保護
します。

指ですばやくサインインできる

急速充電に対応したUSB 3.1 Type-C

Windows Helloに対応した指紋認証機能を、電源ボタンに
搭載。めんどうなパスワード入力
をしなくても、指でタッチする
だけで、すばやくOSにサインイ
ンできます。

最 大10Gbps＊⁴のデ ータ転 送、
スマホやタブレットへの急速充
電に対応（最大3A）したUSB 3.1 
Type-Cポート搭載。

OS 起動 約 秒＊210.6

15.6 型ワイド

NX850　NX750　NX550

BDXLTM

06 07

製品ご購入後に、お客さまの製品をお預かりして、SSDを増設するサービスもご用意しています。
対象機種：NX750・NX550/JAシリーズ
詳しくは http://121ware.com/navigate/support/ssdzousetsu/  をご覧ください。
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※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。

高 解像度の写真・動画編集もスピーディな
ハイスペックノートPC

もっと創りたくなる速 さ。

スターリーブラック
NS700/JAB

エクストラホワイト
NS700/JAW

ルミナスレッド
NS700/JAR

シャンパンゴールド
NS700/JAG

クリスタルブラック
NS350/HAB

クリスタルホワイト
NS350/HAW

クリスタルレッド
NS350/HAR

15.6 型ワイド

NS700　NS350

NS700/JAR

NS700/JAシリーズ BDXLTM

BDXLTMNS350/HAシリーズ

NS350/HAB

省電力にもかかわらず、クアッドコアに対応した「第8世代 インテ
ル® Core™ i7 プロセッサー」を搭載。負荷のかかる高画質動
画の再生や編集も高速で行えます。また、「ハイ
パースレッディング・テクノロジー」に対応し
複数のプログラムも、すばやく処理すること
ができます。

最新・高性能クアッドコアCPU搭載
（ＮＳ700/ＪＡシリーズ） Office文書やホームページ、写真などをより広い部分まで表示

できるフルHD液晶を採用。また、IPS方式にも対応しているの
で、斜めから見ても同じ色合いで見る
ことができます。

映像を美しく見られる

省電力を実現しながら、データ転送速度をさらに向上させた
DDR4メモリを採用。高速なCore™ プロセッサーの性能を活
かすことができます。

高速DDR4メモリを搭載 独立テンキーと充分なキーピッチで、デスクトップPCに近い
感覚で入力できます。また、手首への負担を軽減するため、パー
ムレストとキーボードの高さを揃えたフラットな構造を採用
しています。

打ちやすさにこだわったキーボード 「より自然な音、その場で聞こえるような音」を楽しめるヤマハ製
AudioEngine™を搭載。イヤフォン/ヘッドフォン使用時には、
あたかも画面から音が出ているかのように左右の音を合成する

「イマジナリースピーカ」機能など、映像や音楽コンテンツをより
一層楽しめます。

映像や音楽を臨場感あるサウンドで楽しめる
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。 IPS液晶非IPS液晶

※NS350/HAシリーズはボタンの形状が異なります。

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

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

（             ）Windows 10 Home

第8世代
Core™ i7-8550U

（1.80GHz/最大4.00GHz）
第7世代

Core™ i3-7100U
（2.40GHz）

15.6型ワイド
スーパーシャインビュー

LED IPS液晶
(フルHD) 4GB

（4GB×1）

8GB
（4GB×2）

約1TB

NS700/JAシリーズ

NS350/HAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ 無線通信機能基本OS CPU

※「DDR3Lメモリ PC3Ｌ-12800」と「DDR４メモリ PC4-19200」との比較です（NS350/HAシリーズはPC4-17000
となります）。数値は規格上の理論値となります。

［データ転送速度（理論値）比較］

DDR3L
メモリ
DDR4
メモリ

0 5 10 15 20（GIB/S）

12.8GIB/S

19.2GIB/S

1.5倍高速！

登録したアプリを起動できる「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。PC操作に不慣れな方でも、ボタン1つで自分の
やりたいことがすぐに始められます。

ボタン1つでアプリを起動できる
「ワンタッチスタートボタン」

＊1：あらかじめ初期設定が必要です。　＊2：突起部、バンプ部除く。

パームレストとキーボードが同一の高さ

画面を閉じたボディはスッキリ、スリム。狭いスペースにもコン
パクトに収納できます。

本体厚22.6mm＊2のスリムボディ
（ＮＳ700/ＪＡシリーズ）

08 09
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スターリーブラック
NS150/HAB

エクストラホワイト
NS150/HAW

ルミナスレッド
NS150/HAR

シャンパンゴールド
NS150/HAG

NS150/HAG

ホワイト
NS100/H2W
NS100/H1W

NS150/HAW

NS150/HAシリーズは電池１本で使えて
本体カラーにマッチした「Bluetooth® 
マウス」、NS100/Hシリーズは黒色の有線
マウスを添付しています。

Office文書作成はもちろん、高画質なネット動画の視聴も快適
に行えます。

登録したアプリを起動できる「マイ チョイス」ボタン、「LAVIE
アプリナビ＊2」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。PＣ操作に不慣れな方でも、ボタン1つで自分の
やりたいことがすぐに始められます。

快適に使えるマウスを標準添付

イヤフォン/ヘッドフォン使用時には、あたかも画面から音が出て
いるかのように左右の音を合成する「イマジナリースピーカ」を
採用。映像や音楽コンテンツを、臨場感あふれるサウンドでより
一層楽しめます。

画面から聞こえるような自然なサウンド
（NS150/HAシリーズ）

スムーズに使える充実の基本性能
独立テンキーと18.7mmのキーピッチで、デスクトップPCに近
い感覚で入力できます。また、手首への負担を軽減するため、
パームレストとキーボードの高さを揃えたフラットな構造を採用
しています。

打ちやすさにこだわったキーボード

画面を閉じたボディはスッキリ、スリム。狭いスペースにもコン
パクトに収納できます。また、NS150/HAシリーズは４色の
ボディをラインアップ。自分の好みに合うカラーをお選びいた
だけます。

本体厚22.6mm＊1のスリムボディ

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®

（             ）Windows 10 Home Celeron® 3865U
（1.80GHz）

15.6型ワイド
スーパーシャインビュー

LED液晶
（HD）

4GB
（4GB×1）

約500GB

約1TBNS150/HAシリーズ

NS100/H1W

NS100/H2W

型名 ディスプレイ メモリ HDD DVD/CDドライブ 無線通信機能 Office基本OS CPU

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

性能と操作性を両立したスタンダードノートPC

使いやすさはチカラになる。

15.6 型ワイド

NS150　NS100

NS150/HAシリーズ

NS100/H2W

NS100/H1W

ボタン1つでアプリを起動できる
「ワンタッチスタートボタン」
（NS150/HAシリーズ）

■ 先進のデュアルコアCPUを搭載

省電力を実現しながらデータ転送速度をさらに向上させた
DDR4メモリを採用。

■ 高速DDR4メモリを搭載

仕事や趣味の大切なデータを安心して保管できます。例えば、
デジタルカメラの写真なら約16万枚＊3と、たっぷり保存できます。

■ 大容量約1TBハードディスク内蔵（NS150/HAシリーズ）

パームレストとキーボードが同一の高さ

＊1：突起部、バンプ部除く。　＊2：あらかじめ初期設定が必要です。　＊3：1枚約5.3MBの場合。保存枚数はめやすであり、ハードディスクに他のデータが保存されている場合は、保存できる枚数は少なくなります。

NS150/HA
シリーズ

NS100/H
シリーズ

10 11

※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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※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。

第7世代 Core™ i3-7100U
（2.40GHz）

第7世代 Core™ i5-7200U
（2.50GHz/最大3.10GHz）

1日中外で使っても安心の長時間バッテリ。さらに、HZ350/GA
シリーズは、1時間で約80％までの急速充電＊7に対応。ランチで
デスクを離れている間にたっぷり充電できます。

長時間バッテリ駆動＋急速充電＊7

狭額縁設計でコンパクト。いつものバッグにラクラク収まります。
天板も底面もフラットだから、スムーズに出し入れできます。

バッグに入れやすいコンパクトボディ

移動中などパソコンを使用していないとき（電源オフ時）でも、
スマホなどに充電することができます。

スマホも充電できるパワーオフUSB充電機能

屋外でも見やすい
ノングレア・フルHD液晶

ストレージには高速かつ省電力、さらに衝撃に強いSSDを搭載。
電源オンで、すばやく起動させることができます。

モバイル利用に最適なSSDを搭載

デュアルチャネル対応 大容量８ＧＢメモリ搭載
（HZ750/GAシリーズ）

省電力と高性能を兼ね備えた第7世代 Core™ プロセッサーを
搭載。高画質なネット動画を視聴しながらのOffice文書作成
なども、快適に行えます。

メインPCとしても、充分に使える高性能CPU

Windows 10 Home

第7世代 Core™ i7-7500U
（2.70GHz/最大3.50GHz）

13.3型ワイド 
LED IPS液晶

（ノングレア・タッチパネル）
（フルHD） 4GB

8GB
約256GB

約128GB

HZ750/GAシリーズ

HZ350/GAシリーズ

HZ550/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

型名 ディスプレイ メモリ SSD 無線通信機能基本OS CPU

超軽量ボディにタッチパネルを搭載。さらに液晶部分が360度
回転できるので、タブレットPCにスムーズにチェンジ可能。文書
作成はノートPCで、移動中はタブレットPCで、と利用シーンに
合わせた使い方ができます。

タブレットPCとしても使える世界最軽量＊12 in1

13.3 型ワイド

HZ750　HZ550　HZ350

HZ350/GAシリーズ

メテオグレー
HZ750/GAB
HZ550/GAB
HZ350/GAB

HZ750 HZ550 HZ350

ムーンシルバー
HZ750/GAS
HZ550/GAS
HZ350/GAS

プレシャスゴールド
HZ750/GAG
HZ550/GAG
HZ350/GAG

HZ750/GAシリーズ

13.3型ワイド液晶ノートPC
世界最軽量＊1

モデル
高性能長時間駆動モデル約831g

＊2
約769g

＊2

● バッテリ駆動約10.0時間＊3（HZ750/GAシリーズ・HZ550/GAシリーズ）
バッテリ駆動約6.5時間＊3（HZ350/GAシリーズ）

＊1：HZ350/GAシリーズ。13.3型ワイド液晶搭載2 in 1ノートPCとして。2017年12月1日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。　＊2：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊3：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。　＊4：電源を入れてから、デスクトップ画面に壁紙が表示されるまでの時間の比較。5回測
定し、そのうち最上位・最下位を除いた3回の平均値を使用。NECパーソナルコンピュータ調べ。測定結果は、環境により異なる場合があります。　＊5：当社による天面部分への加圧試験（非動作時）のクリア値です。　＊6：実際のご利用において
無故障、無破損を保証するものではありません。　＊7：本体が電源オンの場合、充電時間は異なります。HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズはオプションのACアダプタ（PC-VP-BP103）を使用することで急速充電が可能です。

HZ550/GAシリーズ

タッチパネル搭載タッチパネル搭載 SSD
（HZ750/GA

シリーズ）

［ 起動時間比較＊4 ］

HDD
（NS700/JA

シリーズ）

約10.7秒

約17.5秒

約1.6倍
高速起動！

どこへでも連 れ出したくなる世 界 最 軽 量＊1モバ イル P C

もっと自由に、さらにアクティブに。

HZ350/GAG

HZ350/GAG

持ち運び時のバッグ内などでの圧迫を想定し、150kgfの面加圧
試験をクリアしています＊5＊6。また、机の高さからの落下を想定
し、76cmの高さから落下させる試験＊6でSSDのデータに破損が
ないことを確認しています。

持ち運びも安心な堅牢ボディ

12 13Windows Ink. If  you can think it, you can ink it.



15

12.5 型ワイド

NM550　NM350　NM150

コンパクトだから、いつも持ち歩きたくなる。
毎日をカラフルにするモバイルPC

使うほどに、好きになる。

NM550/KAB

NM550/KAG

NM550/KAW

第7世代 Core™ m3-7Y30
（1.00GHz/最大2.60GHz）Windows 10 Home

第7世代 Core™ i5-7Y54
（1.20GHz/最大3.20GHz）

12.5型ワイド
LED IPS液晶

（ノングレア）
（フルHD） 4GB

8GB 約256GB 指紋センサ
（Windows Hello対応）

約128GB

NM550/KAシリーズ

NM150/KAシリーズ

NM350/KAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

型名 ディスプレイ メモリ SSD 無線通信機能 セキュリティ基本OS CPU

＊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。　＊2：NM350・NM150/KA
シリーズの場合。NM550/KAシリーズは約925g。質量は平均値であり、記載の値と異なる場合があります。　＊3：NM350・NM150/KAシリーズの場合。NM550/KAシリーズは、約11.6時間となります。　＊4：当社による
天面部分への加圧試験のクリア値であり、実際のご利用において無故障、無破損を保証するものではありません。

Celeron® 3965Y
（1.50GHz）

12.5型ワイドのフルHD液晶を搭載しているにもかかわらず、
狭額縁液晶を採用することでコンパクトボディを実現。さらに、
約924g＊2と軽量なので、ふだん使っているバッグに入れて気
軽に持ち運ぶことができます。

持ち運びに便利なコンパクトボディ

メタリックピンク
NM550/KAG
NM350/KAG
NM150/KAG 

NM550 NM350

パールホワイト
NM550/KAW
NM350/KAW
NM150/KAW

パールブラック
NM550/KAB
NM350/KAB
NM150/KAB

処理性能と省電力を両立したCPUを採用。さらに、低発熱設計
により「ファンレス」を実現。図書館などの静かな場所でも、動作
音を気にせず安心して使えます。

省電力CPU＆静かな場所でも使えるファンレスボディ

ストレージには、HDDと比べ高速かつ低消費電力、衝撃に強い 
SSDを採用。いつでもどこでも、すばやく作業を始めることが 
できます。

使いたいときにすぐに起動できるSSDを搭載

NM550/KAシリーズ NM350/KAシリーズ NM150/KAシリーズ

● バッテリ駆動約11.6時間＊1（NM550/KAシリーズ）
バッテリ駆動約11.7時間＊1（NM350/KAシリーズ・NM150/KAシリーズ）

軽さ約924g＊2の軽量ボディにもかかわらず、約11.7時間＊1＊3の
長時間バッテリ駆動が可能。外出先でも時間を気にせず使え
ます。さらに、移動時のバッグ内
などでの圧迫を想定した150kgf
の面加圧試験もクリア(非動作
時)＊4。気 軽に毎日持ち歩いて、
好きな 場 所で 使うことが でき
ます。

指ですばやくサインインできる
（NM550/KAシリーズ）
Windows Helloに対応した指
紋認証機能を、電源ボタンに搭
載。めんどうなパスワード入 力
をしなくても、指でタッチするだ
けで、すばやくOSにサインイン
できます。

安心して持ち運びできる
長時間バッテリ& 堅牢ボディ

※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。

インターフェイスをすべて背面に配置。周辺機器を接続しても、
横のスペースを広々と使う
ことができます。またフル
サイズの端子を搭載してい
るので、変換ケーブ ルなし
で使用できます。
※マウス、イヤフォン、USBメモリ、USBケーブル、
HDMIケーブルは付属していません。

端子が背面配置なので
狭いデスクでも使いやすい

移動中などパソコンを使用していないとき(電源オフ時)でも、 
スマホなどに充電することができます。

スマホも充電できるパワーオフUSB充電機能

NM150

150kgf

面耐圧150kgf＊4の強さ

-

14 15Cortana remembers, so you don’t have to.
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＊1

DA770/KAR

23.8 型ワイド

DA770

×2

BDXLTM

DA770/KAシリーズ

3波対応
ダブル

チューナ
ブルーレイディスクドライブ

（BDXL™ 対応）

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

（             ）（             ）Windows 10 Home
23.8型ワイド

スーパーシャインビュー
LED IPS液晶（フルHD）

8GB
（4GB×2） 約3TBDA770/KAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ 無線通信機能TV基本OS CPU

第8世代
Core™ i7-8550U

（1.80GHz/最大4.00GHz）

※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。

第8世代 Core™ i7、大容量HDD、ハイレゾ音源。
すべてに快適さを備えたオールインワンPC

求めていた速さと音が、いまここに。

省電力を実現しながら、データ転送速度をさらに向上させた
DDR4メモリを採用。第8世代 Core™ i7 プロセッサーの性能を
活かすことができます。大容量8GB(4GB×2)のデュアルチャ
ネル構成で、動画・写真編集などがより高速に処理できます。

高速DDR4メモリを搭載

高精細映像を忠実に再現して臨場感あふれる映像を楽しめる
23.8型ワイドのフルHD液晶を搭載。 広い視野角を持つIPS液
晶の採用により、斜めの角度から見ても美しい映像を楽しめま
す。 さらに、「彩りの設定」で、コンテンツに最適な鮮やかな色合
いで表示することができます。

大画面で迫力ある映像を楽しめる

大容量のハードディスクドライブ約3TBを搭載。テレビ番組を
約3年分も保存することができます。

データも映像もたっぷり保存

※1日3時間（1時間番組×3）、地上デジタル放送をセミファインロングモードで録画した場合。

日本オーディオ協会が定めるハイレゾ基準に対応したヤマハ製
ハイレゾ対応スピーカとツイーターを内蔵。また、スマホ＊1を利用
して、パソコンの正面以外でも自然な音質で音楽を楽しめるよう
に調整できます。＊2

ハイレゾ音源を忠実に再生する高音質サウンド

※当社はハイレゾ普及に向け、ハイレゾモデルには、日本オーディオ協会が推奨する
このロゴを冠し推進しています。

＊1：すべてのスマホでの動作を保証するものではありません。動作確認済み機器につきましては、
http://device.yamaha.com/ja/lsi/products/hgplayer/v3/apps/ をご覧ください。
＊2：スマホに「HiGrand Music Player Controller」をインストールする必要があります。
また、スマホがPCと同一ネットワークに接続されている必要があります。

ソファーでくつろぎながらなど、楽な姿勢で操作や入力が行え
ます。

自由なスタイルで使える
「ワイヤレスキーボード&マウス」

■ テレビやレコーダーよりも便利なTV機能を内蔵
▶詳しくは、P.26

ダークシルバー
DA770/KAB

ホワイトシルバー
DA770/KAW

メタルレッド
DA770/KAR

16 17Windows Ink. If  you can think it, you can ink it.
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23.8 型ワイド

DA770

スピーカを保護しつつ、デザイン性にも優れた
スピーカネットを採用しています。

デザインにも上質感をプラス

スピーカネット

ツイーター搭載で40kHzの高域再生を実現。
ハイレゾ音源の豊かな音質を忠実に再生します。

音の空気感まで感じさせる

ハイレゾ対応スピーカ

省電力にもかかわらず、クアッドコアに対応した
「第8世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー」を搭載。
負荷のかかる高画質動画の再生や編集も高速で行えます。
また、「ハイパースレッディング・テクノロジー」に対応し、
複数のプログラムもすばやく処理することができます。

最新・高性能

クアッドコアCPU搭載
インテリアにマッチし、動画鑑賞の
妨げにならない快適な環境を実現。
また、ちょっと席を離れるときなどに手軽に
画面をオン/オフできる「画面消灯ボタン」も
搭載しています。

映像に集中できる

狭額縁液晶

極薄約2mm*¹の
スリム・ベゼル
＊1：液晶非表示部含まず。

※写真は、効果をわかりやすくしたイメージです。
　実際は本体内部をご覧いただくことはできません。

※写真は、効果をわかりやすくしたイメージです。
　実際は本体内部をご覧いただくことはできません。

18 19
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テレビ番組なら約852時間（DA370/KAシリーズ）＊2、デジタル
カメラの写真なら約16万枚＊3と、たっぷり保存することができます。

約1TBのハードディスクドライブを内蔵

ソファーでくつろぎながらなど、楽な姿勢で操作や入力が行
えます。

自由なスタイルで使える
「ワイヤレスキーボード&マウス」

DVDやネット動画を臨場感ある
サウンドで楽しめる

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®

（             ）Windows 10 Home  Celeron® 3865U
（1.80GHz）

23.8型ワイド 
スーパーシャインビュー

LED IPS液晶
（フルHD）

4GB
（4GB×1） 約1TB

DA350/KAW

DA370/KAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ HDD DVD/CDドライブ 無線通信機能TV基本OS CPU

23.8 型ワイド

DA370　DA350

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

IPS液晶非IPS液晶

フレームが目立たず、どんな部屋にもマッチしやすい狭額縁
デ ザ イン。スリムなボ ディは奥 行きわず か16.5cm＊1。キー
ボードは本 体の下部に収 納できるので、PCを使わないとき
は、空いたスペースを活用できます。

デュアルコアCPU Celeron®3865Uで、2つの
作業を同時に処理することが可能。文書作成や
ホームページを閲覧しながら、テレビやネット動画
を同時に楽しむことができます。

先進のデュアルコアCPUを搭載

ファインブラック
DA370/KAB

ラズベリーレッド
DA370/KAR

ファインホワイト
DA370/KAW
DA350/KAW

省電力を実現しながら、データ転送速度をさらに向上させた
DDR4メモリを採用。

高速DDR4メモリを搭載
高画質な液晶テレビで使われている広い視野角を持つIPS液晶
を採用。斜めの角度から見ても美しい映像を楽しめます。さらに、
フルHD解像度でフルハイビジョンの高精細映像も忠実に再現
します。

テレビにも採用されているIPS液晶を搭載

※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。

※「DDR3Lメモリ PC3Ｌ-12800」と「DDR４メモリ PC4-17000」との比較です。数値は規格上の理論値となります。

［データ転送速度（理論値）比較］
DDR3L
メモリ
DDR4
メモリ

0 5 10 15 20（GIB/S）

12.8GIB/S

17.0GIB/S

約1.3倍高速！

テレビ・録画・音楽を1台で楽しめる
スタンダードオールインワンPC

すべての楽しみをこの1台で。

DA350/KAWDA370/KAシリーズ ×1

＊1：ディスプレイ最小傾斜時。　＊2：地上デジタルハイビジョンテレビ放送を、セミファインロングモードで録画した場合。　＊3：1枚約5.3MBの場合。保存枚数はめやすであり、ハードディスクに他のデータが保存されている場合は、
保存できる枚数は少なくなります。　＊4：すべてのスマホでの動作を保証するものではありません。動作確認済み機器につきましては、http://device.yamaha.com/ja/lsi/products/hgplayer/v3/apps/をご覧ください。

DA370/KAW

「より自然な音、その場で聞こえるような音」を楽しめるヤマハ製
AudioEngine™を搭載。イヤフォン/ヘッドフォン使用時には、 
あたかも画面から音が出ているかのように左右の音を合成す
る 「イマジナリースピーカ」機能など、映像や音楽コンテンツを
より一層楽しめます。また、スマホ＊4を利用して、パソコン正面
以外でも自然な音質に調整したり、「HiGrand Music Player」
の操作を行うことができます。

インテリアになじむ
狭額縁液晶とスリムデザイン

※スマホに「HiGrand Music Player Controller」をインストールする必要があります。
  また、スマホがPCと同一ネットワークに接続されている必要があります。

20 21Windows Ink. If  you can think it, you can ink it.
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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、NXシリーズ、NS350/HAシリーズ、HZシリーズ、NMシリーズ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。詳しくは、JEITAガイドラインホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/201105111555
20_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
（内蔵ストレージなど）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://nec-lavie.jp/）をご覧ください。　●写真は印刷のため、商品
の色と多少異なる場合があります。　●このカタログに記載の内容は、特に別の記載がない場合、このカタログ
に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。　●内蔵ストレージ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、内蔵ストレージ、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。　●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・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、内蔵ストレージ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「内蔵ストレージデータ消
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.cgi?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、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。　●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://nec-lavie.jp/products/common/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/USB 3.0/USB 3.1で動作するには各々の規格に対応した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、内蔵ストレージ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、

「メディアオーダーセンター」ホームページ（https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/）をご覧ください。

■ もしもの時の再セットアップをスマートに

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

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
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写真・ムービーのきれいな映像と音で
思い出を感動作品に!

動画サイトやSNSへの投稿も簡単！

CyberLink MediaShow BD

撮りためた写真を自動でグルーピング！
（DA770/KAシリーズ）

撮った写真を自動で整理

撮影した日付と位置情報から写真を自動的にグルーピングして、イベント
ごとに整理できます。家族の記念日の日付や、旅行先の場所などから思い
出を振り返ったり、簡単にフォトムービーを作ることができます。

フォトムービーが簡単に作れる！
今まで撮りためたたくさんの写真の中から、主役にしたい人や撮影時期
などを指定するだけで、自動的に写真を選んでオリジナルのフォトムービー
を作ることができます。

3 ムービーをラクラク編集
ムービーに効果を加えて楽しく！
取り込んだビデオに、カット編集・BGM挿入・テロップ追加・手ブレ補正など
を行えば、見栄えのいいムービーが簡単に作れます。

4 ディスクに保存、ネットで公開
ムービーをいろいろ活用できる！
できあがった作品は、ブルーレイディスクやDVDに保存したり、YouTube
やFacebookにアップロードできます。

2 写真をフォトムービーにして楽しめる

1

※本ページに掲載されている機能・サービスを利用する際は、あらかじめ初期設定・登録が必要な場合があります。また、ご使用にあたっては、インターネット接続環境が必要な場合があります。　※すべてのデジタルカメラやビデオカメラ、スマホなどの機
器からの取り込みを保証するものではありません。　※動作確認済み機器につきましては、http://nec-lavie.jp/products/common/taioukiki/ をご覧ください。　※ビデオファイル形式によっては使用できない場合があります。

＊1：4K対応ディスプレイまたは4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K動画の4K画質での再生が可能です。　＊2：4K動画の4K画質での再生には対応しておりません。　＊3：HZシリーズ、NMシリーズは
オプション（別売）のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-DU008C」が別途必要となります。　＊4：生産時期により、マカフィー ® リブセーフ™（使用期間限定版）から、ウイルスバスター クラウド™（使用期間限定版）に変更となる場合があります。
＊5：インターネット経由でのアクティベーションにより、著作権保護機能に対応することができます。　＊6：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。　＊7：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。　＊8：90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。　＊9：60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。　＊10：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。　＊11：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。　＊12：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。　＊13：購入時
の状態では、インストールされていません。「はじめの設定」から追加する必要があります。　＊14：機種により、設定できる項目は異なります。

主なアプリ LAVIEでできることオフィスアプリの搭載については、P.36-P.39の「ラインアップ」をご覧ください。

オリジナルのフォトムービーが簡単に作成できる！

［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。プリインストールアプリは、市
販のパッケージ商品と機能などが一部異なるも
のがあります。同じ名称のアプリでも、搭載する
モデルや時期、バージョンによって内容が異なる
場合があります。すべての機能をご使用いただ
くには別途アップデートが必要な場合がありま
す。セキュリティ関連のアプリは、すべてのセキュ
リティを保証するものではありません。セキュリ
ティレベルはお客様の設定によります。お客様
が画像・音楽・データなどを記録（録画・録音）し
たものは、個人として楽しむなどのほかは、著作
権法上、著作権者に無断で使用できません。

簡単操作で
メディアに記録！

動画再生アプリ 動画再生アプリ

CyberLink PowerDVD BD with 4K

NXシリーズ＊1、NS700/JAシリーズ＊2、
NS350/HAシリーズ＊1、DA770/KAシリーズ＊2に搭載

ブルーレイディスクやDVDビデオを観る
ことができます。＊5

CyberLink PowerDVD

NS150/HAシリーズ、NS100/Hシリーズ、
DA370/KAシリーズ、DA350/KAWに搭載

DVDビデオを観ることができます。＊5

写真・動画編集アプリ

CyberLink MediaShow BD with 4K

NX850/JAシリーズ、NX750/JAシリーズ、
NS700/JAシリーズ、DA770/KAシリーズに搭載

写真や4K動画を編集、ブルーレイディスク
/DVDに保存できます。

写真・動画編集アプリ

CyberLink MediaShow BD

NX550/JAシリーズ、NS350/HAシリーズに搭載

写真や動画を編集、ブルーレイディスク
/DVDに保存できます。

高機能写真編集アプリ 高機能写真編集アプリ

Corel® PaintShop® Pro X8

NXシリーズ、NS700/JAシリーズ、
NS350/HAシリーズに搭載

デジタル一眼レフカメラのRAWデータ
にも対応し、スマホやデジカメ写真の高度
な編集を行うことができます。

CyberLink PhotoDirector

DA770/KAシリーズに搭載

デジタル一眼レフカメラのRAWデータ
にも対応し、スマホやデジカメ写真の高度
な編集を行うことができます。

ディスクライティングアプリ TV 視聴・録画アプリ

CyberLink Power2Go 8

全機種に搭載＊3

BDXL/BD/DVD/CDに音楽やデータを
保存できます。＊6

SmartVision

DA350/KAWを除くDAシリーズに搭載

TV/ホームネットワーク上のTVコンテンツ
を見たり、TVを録画することができます。
＊5＊7

音楽再生アプリ

HiGrand Music Player

NS100/Hシリーズを除く全機種に搭載

ハイレゾ音源の再生や曲の管理をすること
ができます。

はがき作成アプリ

筆ぐるめ

全機種に搭載

簡単に年賀状などのはがき作成を行うこと
ができます。

セキュリティ対策アプリ セキュリティ対策アプリ

ウイルスバスター クラウド™（使用期間限定版）

HZシリーズ＊4を除く全機種に搭載

コンピュータウイルスを検出、駆除できます。＊8

マカフィー® リブセーフ™（使用期間限定版）

HZシリーズ＊4に搭載

コンピュータウイルスを検出、駆除できます。＊9

パソコン操作方法学習アプリ パソコン操作方法ビデオ

パソコンのいろは

HZシリーズ、NMシリーズを除く
全機種に搭載

パソコンの基本操作を体験しながら学習
することができます。

LAVIE動画なび

全機種に対応

パソコンの基本操作を動画で学習するこ
とができます。

データ移行アプリ

ファイナルパソコンデータ引越し

NS100/Hシリーズを除く
全機種に搭載

今まで使っていたPCから新しいPCにデータ
や設定環境を移行できます。＊10

データバックアップアプリ

おてがるバックアップ

NS100/Hシリーズ、HZシリーズ、
NMシリーズを除く全機種に搭載

簡単にデータをバックアップすることが
できます。＊11＊12

情報ポータルアプリ

インフォボード

全機種に搭載

天気/カレンダー、ニュースなどを表示し
たり、手書きの伝言板として利用できます。

メニューアプリ

LAVIEアプリナビ

全機種に搭載

やりたいことから項目を順番に選ぶことにより、
目的のアプリを簡単に探すことができます。＊13

設定アプリ

LAVIEかんたん設定

全機種に搭載

ワンタッチスタートボタンや、電源プラン
などの設定を行うことができます。＊14
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LAVIEでできること

1

日本中の仲間と、一緒に楽しむ!

観 る

2 録 る

「つぶやきプラス」は、テレビ放送画面の隣に、その番組を観ている日本中
の仲間からのツイートをリアルタイムに表示。みんなと一緒にテレビを
観ているかのように楽しむことができます。また、録画時にツイートも保存
されるので、後からでも楽しむことができます＊3。

気になる番組を自動で録画!
便利な「おまかせ録画」は、「旅行、観光」などのお好みの条件や、好きな
タレント名などのキーワードを登録しておくと、関連する番組を自動で
見つけて、どんどん録画します。「新番組おまかせ録画」では、新番組を自動
で録画。また、「シリーズ録画」を使えば、連続ドラマなどのシリーズ番組を
予約時に一度設定するだけで、以降は自動で録画できます。

3 残 す
番組を見やすく編集できる!
録画番組の本編を自動抽出＊4できるので、簡単にカット編集して本編のみ
を保存することができます。カット編集した番組は、ハードディスクはもち
ろん、ブルーレイディスクやDVD＊5にも保存できます。

※本ページに掲載されている機能・サービスを利用する際は、あらかじめ初期設定・登録・アップデートが必要な場合があります。また、ご使用にあたっては、インターネット接続環境が必要な場合があります。　＊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。　＊3：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。　＊4：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。　＊5：CPRM方式に対応したDVD-R/DVD-RAMにコピーまたはムーブできます。

買い換えたときも安心して
新しいLAVIEを使いこなせる！

データや設定を新しいLAVIEに簡単引越し！

引越しアプリの準備

今まで使っていたパソコンから
データや設定を引越しできる

今まで使っていたパソコンの写真・文書データや設定を、簡単に転送してすぐに活用できます＊1。

新しいLAVIEから引越しアプリ
をコピーし、今まで使っていた
パソコンにインストールします。

パソコンをつなぐ
今まで使っていたパソコンとLAVIE
をケーブルで接続します＊2。ネット
ワーク設定などは不要です。

データを転送
引越しアプリの画面の指示に
従ってクリックしていくだけ
で引越しが簡単に行えます。

使いたいアプリが、すぐ見つかる・起動できる！
画面上の候補からやりたいことを選んでいくだけで、目的のアプリを探して起動すること
ができます。アプリ名がわからなくても必要なアプリが使えるので安心です。

電源オンとアプリの起動が一緒にできる！
電源オフから、ボタン1つでパソコンとアプリを起動可能。「ソフト」ボタンは簡単に目的の
アプリを探せる「LAVIEアプリナビ」を、「マイ チョイス」ボタンは自分で登録したアプリを起
動させることができます。

3 動画で操作方法をわかりやすく学べる

LAVIEの使い方が動画でわかる！
Windows 10や、インターネット、メール、はがき作成アプリなどの使い方動画をご用意。
LAVIEの楽しみ方をわかりやすく覚えられます。

2 アプリ名を覚えなくてもアプリをすぐに使える

1

今まで使っていたパソコン 新しいLAVIE

LAVIEアプリナビ

ファイナルパソコンデータ引越し

ワンタッチスタートボタン

LAVIE動画なび

やりたいことが、すぐにできる「ワンタッチスタートボタン＊3」

やりたいことからアプリを起動できる「LAVIEアプリナビ」

動画だから迷わず簡単「LAVIE動画なび」

※本ページに掲載されている機能・サービスを利用する際は、あらかじめ初期設定・登録・アップデートが必要な場合があります。また、ご使用にあたっては、インターネット接続環境が必要な場合があります。　＊1：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。　＊2：LAN端子を搭載していないモデルでは、別売の外付けHDDやUSBメモリを使用することでデータ引越しが可能です。　＊3：ボタンの形状はモ
デルによって異なります。

テレビ番組をもっと簡単・
便利に楽しめる!

SmartVision

「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に見られて便利です。また、「見たい
とこ再生」＊2では、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。

テレビを快適に楽しむ

いつも観ている番組を自動表示！

編集前

編集後
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［ご相談内容に関するご注意］　※本サービスは、問題解決のご支援を行うものであり、問題解決を保証するものではありません。　※ハードウェアの故障、修理手配、代替品の提供、アプリの不具合などに関するお問い合わせには対
応できません。　※アプリのサポートは、基本的な使用方法のみとさせていただきます。専門的な知識を要する、デザイン・作成等のサポートは対応できません。　※個人情報の入力・設定が必要なサポートは、口頭でのご案内のみ
とさせていただきます。　※業務用の周辺機器・アプリは対象外になります。また、フリーウェア・シェアウェアは対象外となります。　※公序良俗に反したり、法令に抵触したりするサービス、あるいはその恐れのあるサービスには対
応できません。

※下記［ご相談内容に関するご注意］をお読みください。 　※電話番号はご契約後にご確認いただけます。
サービス内容の詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ →　「電話相談し放題サービス」をご覧ください。  

＊1：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。

リモートサポート

121コンタクトセンター

電話相談し放題サービス

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。
■ テクニカルサポート（故障診断・修理受付） 受付時間

9：00～19：00

NEC製パソコンの使い方に関するご質問にお答えします。
■ テクニカルサポート（使い方相談）受付時間9：00～19：00

月額料金制

24時間受付
（年中無休）

インターネットでご予約いただいた日時＊1に、121コンタクトセン
ターからお電話をさしあげます。

■ 電話サポート予約サービス

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

トラブル解決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！

121wareサービス＆サポート

ご利用には、あらかじめお客様情報の登録（保有商品の登録含む）が必要です。 ご登録はこちらから http://121ware.com/my/

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、わかりやすく説明させていただきます。 

0120-977-121

Webサポート NEC 製パソコンのサポート情報掲載 Web サイト

電話サポート プロのスタッフが電話を通じてていねいにお応えします

NECなら、Windows  10  パソコンも安心

例えば

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　　■ ホームページの内容を印刷したい　　■ アプリの操作方法がわからない　等

NEC製のパソコンの使い方相談、故障診断、修理受付などのテクニカルサポートをご利用いただけます。

NEC製パソコン・タブレット、他社製の周辺機器やアプリ、インターネット活用方法などのご相談にお応えします。 月額料金制のサービス
で、困ったときに何度でもご相談いただけます。 

フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号
（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）
または03-6670-6000へおかけください。

受付時間：9:00 ～ 21:00 ご利用料金：月額700円

パソコンに添付されている冊子や電子マ
ニュアルを閲覧できます。

マニュアル
商品の仕様や周辺機器の対応状況、アプ
リの情報も確認できます。

商品情報検索
24時間
受付

http://121ware.com/support/repair/

24時間いつでも引き取り修理などの依頼
ができます。修理概算費用も確認できます。

Web 修理受付

http://121ware.com/qa/

キーワードやOSの種類、トラブルの症状
から最適なQ&Aを検索できます。

Q&Aコーナー
15,000

件以上を
掲載

http://121ware.com/okwave/

わからないことについて、ユーザー同士で
情報交換することができます。

Q&Aコミュニティ 24時間
対応

OKWAVE社
連携

サポート！

※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。

※特別保証には修理限度額があります（1回の修理につき、10万円まで）。　※地震や噴火に起因する場合は補償の対象外となります。　※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。

※特別保証には修理限度額があります(累計10万円まで)。　※地震や噴火に起因する場合は補償の対象外となります。

＊1:「安心保証サービス月額版」の利用料400円×最大12ヶ月分が無料となります。契約13ヶ月目以降（自動更新）は、月額料金400円をお支払いいただきます。有料での継続を希望されない場合は、契約12ヶ月目の20日
までに解約が必要となります。解約は月単位で行えます。

※お申し込みには、インターネット接続環境とご本人名義のクレジットカードが必要です。　※PCご購入後60日以内に、Webサイトでのお申し込み手続きが必要です。（なお、お申し込みの最終
期限は、PC発売日から4年2ヶ月目末日までとなります）

※火災の場合、消防署発行の罹災証明書の提出が必要

購入期限： PCお買い上げ日から1年未満

通常1年間のメーカー保証を、3・4・5年間に延長。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、3・4・5年間に延長することに加えて、メーカー保証では対象とならない天災や、取扱い不注意による破損・損傷に対応する特別
保証がついています。 例えば、洪水・台風・土砂崩れ・落雷・火災・落下・水こぼし等による破損・損傷が、特別保証の対象となります。

メーカー保証を最大5年間に延長することに加えて、メーカー保証では対象とならない天災や、取扱い不注意による破損・損傷に対応する特別
保証がついています。 例えば、洪水・台風・土砂崩れ・落雷・火災・落下・水こぼし等による破損・損傷が、特別保証の対象となります。

サポートスタッフがお客様のご自宅までお伺いしてその場でサポートします。
電話ではトラブルの状況を伝えるのが難しい場合や、操作方法がわからない
ような場合でも、お客様の環境や状況に応じて、サポートスタッフが対応しま
す。ご購入直後の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、操作レッスンなど幅広く対応いたします。

メーカー保証サービスパック3・4・5 年版

延長保証サービス 長期間の安心をプラス

有 料

あんしん保証サービスパック3・4・5 年版 有 料

受付時間9：00～21：00（年中無休）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。

安心保証サービス月額版パソコンご購入直後のお客様におすすめ ご利用料金：月額400円

「安心保証サービス月額版」を最大1年間無料 *1でご提供!

購入期限： PCお買い上げ日から60日以内

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。

メーカー保証を3・4・5年間に延長！【引取修理】
メーカー
標準保証

【引取修理】

あんしん保証は3・4・5年間ずっと！【引取修理】

メーカー保証

あんしん保証

1年目

水こぼし、火災、落雷、水害、落下などによる破損

故障

2年目 3・4・5年目

詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

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。

円15,500
ご利用料金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！など万一のときに
データ復旧サービス

お客様ご自身でバッテリパックの取りはずし・交換ができないときに、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ときに！
バッテリ交換サービス

お困りのときに、サポートスタッフが駆けつけ、その場でサポートします！
パソコン全国出張サービス

0120-977-121121コンタクトセンター 受付時間9：00～19：00（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（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）
または03-6670-6000へおかけください。

延長保証（サービス料金を一括でお支払いいただくタイプ）

延長保証(サービス料金を毎月お支払いいただくタイプ)

トラブルなどでお困りのときに安心のサービス

※サービス内容は予告なしに変更する場合があります。　※システムメンテナンス等のため、サービスを休止させていただく場合があります。 最新情報はhttp://121ware.com/support/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
客様ご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。

困ったら、まずココへ！ 疑問をスピーディに解決できます。

Webサポートで解決できないときはコチラへ。

http://121ware.com/support/chat/

LINEアプリやWebブ ラウザ を 利 用した
チャットで、使い方相談や故障診断を承ります。

チャットサポート

受付時間9：00～18：00

※お問い合わせの電話番号はナビダイヤルとなります
（通話料お客様負担）。

※システムメンテナンス等のため、サービスを
休止させていただく場合があります。 

対象製品をご購入のうえWebでお申し込みいただくと、「安心保証サービス月額版」を、最大1年間無料*1でご利用いただけます。

【対象製品】2016年9月発売以降のLAVIE　※LAVIE Directシリーズ、AndroidTMタブレットは対象外です。NEC Refreshed PCならびに中古で購入されたパソコン・タブレットは対象外です。

お申し込みに関して

http://nec-lavie.jp/shop/ → 延長保証サービス

詳細・お申し込みにつきましては、ホームページをご覧ください。  http://121ware.com/anshin/
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NECこだわりの品質検査フロー

※機種により、実施する試験内容が異なります。製品の無故障、無破損を保証するものではありません。

製品設 計時、お客 様の利用シーンを想 定して、何 種 類もの品質
試験を実施。さまざまな利用シーンでも問題が発生しないように、
想定を上回る厳しい試験を徹底して行っています。

落下試験 ほこり試験 HDD受け入れ検査 ODD受け入れ検査

外観検査 添付品もれ確認

お客様の大切なデータを保存するHDDや光ディスクドライブは、事前
に独自の動作試験を実施。問題のある部品の混入を防ぎます。

組み立て中も、常に検査・確認を行い、作業を実施。自作の検査ツールを
活用することで、確実な検査を行っています。

長時間稼働試験出荷監査

完成した製品は問題なく動作するか、添付品は正しいかなどを、専門の
検査員がチェック。あわせて長時間稼働試験を行い、得られた情報は
すぐに各部門にフィードバック。今後の品質改善に、活かされます。

多能工化 確認作業の自動化 １秒改善
約５メートルの生産ラインを
3名で担当。もし前工程で遅れ
が発生した場合は、その隣の
担当がカバーし、待ち時間短
縮に努めています。

さまざまな確認 作業を、すば
やく、確実に行うために、「自働
ネジ締め確認機」などの自作
ツールを活用しています。

小さな改善の積み重ねが、大きな
効果につながります。例えば、電動
ドライバーの「揺れ防止機構」。ドラ
イバーを使用後、手を離せば自動
で決まった向きに収納。作業の効
率化に役立っています。

安心品質への取り組みの詳細と動画は、 http://nec-lavie.jp/brand/history/#block2 をご覧ください。

2 受け入れ検査1 設計品質検査

4 出荷検査3 生産時の品質チェック

NECでは、お客様に安心して長く快適にご利用いただくために、開発・生産工程において厳しい品質管理を徹底。
開発時の耐久試験や、生産前の部品検査、生産中・出荷前の稼働試験など何重にも及ぶ検査により、
安心してお使いいただける製品づくりを行っています。

NEC の安心品質への取り組み

さまざまな落下パターンで試験を実施。
落下後、機能に問題がないかを確認し
ます。

PCにとって大敵である「綿ほこり」が浮遊
した部屋でも、通常通り使用できるか
を確認します。

自働外観試験機（カメラ）で、キーボー
ドやラベルに問題がないかを確認し
ます。

入れ間違いや入れもれを防ぐため、棚
のランプが点滅・点灯して知らせます。

低温～高温の温度変化をさせながら
連続動作試験を実施。長期間使用し
ても、問題が発生しないかを確認し
ます。

実際に、ブルーレイ・DVD・CDの各
メディアを読み込ませて、動作やディス
クを傷つけていないかを確認します。 

専用の試験室で数日間、低温～高温の
温 度変 化をさせながら、電 源ON／
OFFや入力操作などを行い、正常に
動作するかを確認します。

実際の使用を想定した操作を行い、
問題がないかを確認します。

品質管理を行いながら、さまざまな工夫で生産効率アップ。 安心の日本語対応で
引き取り修理

　　UltraCareSM International Service 　　　　http://121ware.com/ultracare/jpn/

日本への引き取り修理サービスを
実施します。

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。日本語対応のみ。通話料お客様負担）

ハードウェア
修理

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き取り修理サポートを行います。
対象パソコン（2017年12月現在）： HZシリーズ、NMシリーズ 

対象地域
（2017年12月現在、24地域、50音順）

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

電話
相談

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。

（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）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29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＊2

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＊3、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

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：省エネ基準達成率につきましてはP.36-P.39のラインアップをご覧ください。　＊3：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。

買い取りサービス

回収・リサイクル

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/

http://121ware.com/support/recycle/
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://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。

●LAVIE（ノート型PC） 本体：第06119004号　●LAVIE（一体型PC） 本体：第07119001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
内蔵ストレージ内のデータを消去できます。

内蔵ストレージデータ消去機能

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。
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商品の詳しい情報・最新情報は
ホームページをご覧ください。
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LAVIE Desk All-in-one
型名
型番

DA770/KAシリーズ
PC-DA770KAシリーズ

DA370/KAシリーズ
PC-DA370KAシリーズ

DA350/KAW
PC-DA350KAW

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

CPU

第8世代 インテル® Core™ i7-8550U 
プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー 3865U

動作周波数 1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：最大4.00GHz） 1.80GHz

コア数／スレッド数 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／2スレッド

キャッシュメモリ 8MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ）

メイン 
メモリ 
＊2＊3＊4

標準容量／最大容量
8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、
PC4-19200対応、デュアルチャネル対応）／
32GB＊5＊6

4GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能）／
32GB＊5＊6

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］

表示
機能

ディスプレイ 23.8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）
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

表示色
（解像度）＊7 ディスプレイ 最大1677万色＊8/1920×1080ドット

グラフィックアクセラレータ
（CPUに内蔵） インテル® UHD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 610

グラフィックスメモリ
（メインメモリと共用）＊9 約4GB 約2GB

ストレージ
HDD＊10

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＊11

Cドライブ
／空き容量 約2793GB／約2744GB 約930GB／約889GB 約930GB／約890GB

BD/DVD/CDドライブ 
（詳細はLAVIE公式サイト
（nec-lavie.jp/）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）＊12

DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］

サウンド 
機能

スピーカ
ヤマハ製 ハイレゾ対応スピーカ内蔵 

［5.5W+5.5W（フルレンジ:3W×2、ツイーター: 
2.5W×2）］（FR-Port™方式搭載＊13）

ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵［3W+3W（FR-Port™方式搭載＊13）］

音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊14、インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠

通信
機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
ワイヤレスLAN／Bluetooth® 

（詳細はLAVIE公式サイト
（nec-lavie.jp/）をご覧ください）

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.1）

11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／
Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.1）

TV機能（詳細はLAVIE公式サイト
（nec-lavie.jp/）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（ダブルチューナ搭載）＊15＊16

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）＊15＊16 ―

入力
装置

キーボード ワイヤレスキーボード＊17＊18＊19

［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］

マウス／リモコン ワイヤレス BlueLEDマウス＊17＊19＊20＊21（横チルト機能付き＊22）／無線リモコン＊19＊23 ワイヤレス BlueLEDマウス＊17＊19＊20＊21

（横チルト機能付き＊22）／―
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 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 USB 3.1（Type-A）×2＊24、USB 3.0×3＊25

（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊26＊27）USB 3.0×3＊25（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊26＊27）、USB 2.0×2

通信・サウンド関連 LAN（RJ45）×1、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）＊28

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＊29＊30＊31

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（突起部除く）

543（W）×194（D）×415（H）mm 
　（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時） 
543（W）×194（D）×449（H）mm 
　（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ利用時） 
543（W）×194（D）×452（H）mm 
　（本体可動範囲寸法）

543（W）×165（D）×403（H）mm （ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時） 
543（W）×165（D）×433（H）mm （ディスプレイ最小傾斜、カメラ利用時） 
543（W）×245（D）×383（H）mm （ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時）

その他 キーボード：386（W）×146（D）×27.2（H）mm　リモコン：50（W）×220（D）×13.6～26（H）mm キーボード：386（W）×146（D）×27.2（H）mm

質量
本体＊32＊33 約8.8kg 約8.1kg
その他 キーボード：約660g＊34　マウス：約62g＊34　リモコン：約120g＊34 キーボード：約660g＊34　マウス：約62g＊34

電源＊35 AC100～240V±10%、50/60Hz
消費
電力 標準時＊36／最大時／スリープ時 約35W／約90W／約0.8W 約30W／約65W／約0.6W 約26W／約65W／約0.6W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊37 T区分 0.034（AAA） T区分 0.048（AAA）
電波障害対策 VCCI ClassB
温湿度条件 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主な
アプリはP.24をご覧ください） Microsoft Office Home & Business 2016 Microsoft Office Personal 2016

主な添付品 マニュアル＊38、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：5本 キーボード・マウス・リモコン用）、保証書

マニュアル＊38、ACアダプタ、乾電池
（単三アルカリ：3本 キーボード・マウス用）、保証書

■LAVIE Desk All-in-one 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.36-P.37の「ラインアップ」をご覧ください。

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：増設メモリにつきましては、P.32をご覧ください。＊3：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。＊4：実際にOSが使用可能
な領域は一部制限されます。＊5：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、別売の増設メモリを装着する必要があります。＊6：増設したメモリ構成に
より、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る場合が
あります。＊7：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、文字や線など
の太さが不均一になることがあります。＊8：1677万色表示は、ディザリング機能により実現
します。＊9：グラフィックスメモリは、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、パソコンの動作状況により変化します。また、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は異なります。＊10：1GB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。＊11：初回起動直後にWindowsシステムから認識さ
れる容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開
発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。＊12：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。＊13：
FR-Port™はヤマハ特許の低音再生技術です。＊14：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。＊15：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。＊16：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://nec-lavie.jp/products/common/dtv/）で、事前にご確認ください。＊17：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。＊18：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）。
＊19：使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離は3m以内になります。なお、ご使用方
法や環境条件によって異なります。＊20：光センサー式マウスは、ガラス面や鏡面、光沢のあ
る面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光センサー
式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。＊21：マウスの電池寿命は、ア
ルカリ電池で約7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）。＊22：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。＊23：リモコンの電池寿命は、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）。＊24：接続し
たUSB 3.1 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、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。＊25：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。＊26：ACアダプタに接続している場合の
み使えます。＊27：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：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。＊29：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。＊30：「マルチ
メディアカード（MMC）」はご利用できません。＊31：「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。＊32：平均値。質量は
記載の値と異なる場合があります。＊33：主な付属品を含みません。＊34：乾電池の質量は含
まれておりません。＊35：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
＊36：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。
＊37：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。＊38：マニュアルの一部は
Web参照が必要になります。

■商標について　IntelとIntelおよびMcAfeeのロゴ、インテル、マカフィー、LiveSafe、リブセーフは、米国およびその他の国におけるIntel CorporationまたはMcAfee,Inc.の登録商標または商標です。TREND MICRO、
ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウド、デジタルライフサポート プレミアム、およびAirサポートは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing 
LLCの商標または登録商標です。Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。Microsoft、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、PowerPointロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連
会社の商標です。Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。Corel、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。Blu-ray Disc（ブルーレイディスク）、Blu-ray（ブルーレイ）、BDXL、AVCRECおよ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。“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データ株式会社の日本における商標です。PCMoverは、米国にお
ける米国 Laplink Software 社の登録商標です。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。FR-Port、AudioEngineはヤマハ株式会社の商標です。HiGrand Music Playerはヤマハ株式会社の商標または登録商標です。Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商
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。

型番 品名 対応機種 希望小売価格

PC-AC-ME069C 16GB SODIMM（DDR4） 
PC4-19200 メモリ

NXシリーズ

オープン価格
NS700/JAシリーズ
NS150/HAシリーズ＊1
NS100/Hシリーズ＊1
DAシリーズ＊2

PC-AC-ME065C 8GB SODIMM（DDR4） 
PC4-17000 メモリ NS350/HAシリーズ オープン価格

PC-AC-ME067C 8GB SODIMM（DDR4） 
PC4-19200 メモリ

NXシリーズ

オープン価格
NS700/JAシリーズ
NS150/HAシリーズ＊1
NS100/Hシリーズ＊1
DAシリーズ＊2

型番 品名 対応機種 希望小売価格（税抜） 質量（電源コード除く） 備考

PC-VP-BP98 ACアダプタ
NSシリーズ

10,000円 約192g 標準添付品と同等HZシリーズ
NMシリーズ

PC-VP-BP103 ACアダプタ
NXシリーズ

10,000円 約240g
HZ750/GAシリーズ、HZ550/GA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。 
NXシリーズ標準添付品と同等HZシリーズ

型番 品名 対応機種 希望小売価格（税抜） 備考

PC-VP-WP139 バッテリパック
（リチウムイオン）

NS700/JAB

14,000円 標準添付品と同等（黒色）
NS700/JAR
NS150/HAB
NS150/HAR
NS100/Hシリーズ

PC-VP-WP147 バッテリパック
（リチウムイオン）

NS700/JAW

14,000円 標準添付品と同等（白色）NS700/JAG
NS150/HAW
NS150/HAG

型番 品名 対応機種 希望小売価格（税抜） 質量 備考

PC-AC-DU008C DVDスーパーマルチドライブ HZシリーズ オープン価格 約200g
（ケーブル除く）

DVD/CDを使用できる外付けドライブです。
※アプリケーションは添付していません。NMシリーズ

PC-VP-BK10 USB-LAN変換アダプタ
NXシリーズ

8,000円 約22g 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

NMシリーズ

PC-VP-BK07 VGA変換アダプタ HZシリーズ 8,000円 約36g 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。NMシリーズ

＊1：装着時は、PC4-17000で動作します。　＊2：DA370/KAシリーズ、DA350/KAWに装着時は、PC4-17000で動作します。

おすすめブロードバンドルーター

オプション 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。

安定性と利便性を兼ね備えた
11ac対応高速ブロードバンドルーター

PA-WG1200HP2
オープン価格

867Ｍbps
11ac/n/a
（5GHz帯）

■ ２ストリーム/２送信×２受信（5GHz帯 ＆ 2.4GHz帯）高機能モデル
■ 安定通信を実現する「バンドステアリング」
　 「オートチャネルセレクト」に対応！
■ ＮＥＣ先端技術「μＥＢＧ構造」「μＳＲアンテナ」で快適な通信を実現！
■ 「ビームフォーミング」対応でスマートフォンに向けて
　 集中的に電波を送信！
詳しくはこちら http://nec-lavie.jp/aterm/

300Ｍbps
11n/g/b

（2.4GHz帯）
&

※本ページに記載の価格は、2017年12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。

増設メモリ

ACアダプタ

バッテリパック

その他のオプション

33



http://nec-lavie.jp/商品の詳しい情報・最新情報は
ホームページをご覧ください。
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■LAVIE Note / Hybrid ZERO 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.38-P.39「ラインアップ」をご覧ください。

LAVIE Note NEXT LAVIE Note Standard LAVIE Hybrid ZERO LAVIE Note Mobile
型名
型番

NX850/JAシリーズ
PC-NX850JAシリーズ

NX750/JAシリーズ
PC-NX750JAシリーズ

NX550/JAシリーズ
PC-NX550JAシリーズ

NS700/JAシリーズ
PC-NS700JAシリーズ

NS350/HAシリーズ
PC-NS350HAシリーズ

NS150/HAシリーズ
PC-NS150HAシリーズ

NS100/H2W
PC-NS100H2W

NS100/H1W
PC-NS100H1W

HZ750/GAシリーズ
PC-HZ750GAシリーズ

HZ550/GAシリーズ
PC-HZ550GAシリーズ

HZ350/GAシリーズ
PC-HZ350GAシリーズ

NM550/KAシリーズ
PC-NM550KAシリーズ

NM350/KAシリーズ
PC-NM350KAシリーズ

NM150/KAシリーズ
PC-NM150KAシリーズ

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 Windows 10 Home 64ビット＊1

CPU

第8世代 インテル® Core™  
i7-8550U プロセッサー

第8世代 インテル® Core™  
i5-8250U プロセッサー

第8世代 インテル® Core™  
i7-8550U プロセッサー

第7世代 インテル® Core™  
i3-7100U プロセッサー インテル® Celeron® 　　　プロセッサー 3865U 第7世代 インテル® Core™ 

i7-7500U プロセッサー
第7世代 インテル® Core™ 
i5-7200U プロセッサー

第7世代 インテル® Core™ 
i3-7100U プロセッサー

第7世代 インテル® Core™ 
i5-7Y54 プロセッサー

第7世代 インテル® Core™ 
m3-7Y30 プロセッサー

インテル® Celeron®  
プロセッサー 3965Y

動作周波数 1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・ 
テクノロジー2.0に対応：最大4.00GHz）

1.60GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.40GHz）

1.80GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大4.00GHz）

2.40GHz 1.80GHz
2.70GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.50GHz）

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）

2.40GHz
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3.20GHz）

1.00GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大2.60GHz）

1.50GHz

コア数／スレッド数 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）
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）

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／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

キャッシュメモリ 8MB（3次キャッシュ） 6MB（3次キャッシュ） 8MB（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） 4MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ）

メイン
メモリ＊2

標準容量／最大容量
8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、
PC4-19200対応、デュアルチャネル対応）／
32GB＊3＊4＊5＊6

4GB（DDR4 SDRAM/
SO-DIMM 4GB×1、PC4- 
19200対応、デュアルチャネル
対応可能）／32GB＊3＊4＊5＊6

8GB（DDR4 SDRAM/
SO-DIMM 4GB×2、PC4- 
19200対応、デュアルチャネル
対応）／32GB＊3＊4＊5＊6

4GB（DDR4 SDRAM/
SO-DIMM 4GB×1、PC4- 
17000対応、デュアルチャネル
対応可能）／16GB＊3＊4＊5＊6

4GB（DDR4 SDRAM/　　SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、 
デュアルチャネル対応　　　可能）／32GB＊3＊4＊5＊6

8GB（LPDDR3 SDRAM/ 
オンボード 8GB、デュアル
チャネル対応）／8GB＊7

4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB）／4GB＊7
8GB（LPDDR3 SDRAM/
オンボード 8GB、デュアル
チャネル対応）／8GB＊7

4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB、
デュアルチャネル対応）／4GB＊7

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：0］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］ ― ―

表示
機能

内蔵ディスプレイ 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） （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 13.3型ワイド LED IPS液晶 

（広視野角・高色純度・ノングレア・タッチパネル）（Full HD） 12.5型ワイド LED IPS液晶（広視野角・高輝度・ノングレア）（Full HD）

表示色 
（解像度）＊8

内蔵ディスプレイ 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/1366　　×768ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット
別売の外付けディスプレイ
接続時（HDMI接続時）＊10 最大1677万色/3840×2160ドット＊11 最大1677万色/

1920×1080ドット
最大1677万色/ 
3840×2160ドット＊11 最大1677万色/1920×　　1080ドット 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色/3840×2160ドット＊11

グラフィックアクセラレータ
（CPUに内蔵） インテル® UHD グラフィックス 620 インテル® UHD 

グラフィックス 620
インテル® HD 
グラフィックス 620 インテル® HD グラフィ　　ックス 610 インテル® HD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 615

グラフィックスメモリ＊12

（メインメモリと共用） 約4GB 約2GB 約4GB 約2GB 最大4183MB 最大2135MB 約4GB 約2GB

ストレージ

SSD／HDD＊13
SSD 約128GB（PCIe）＋ 
HDD 約1TB（Serial ATA、 
5400回転/分）＊14

約1TB SSHD
［HDD（Serial ATA、
5400回転/分）+NAND型
フラッシュメモリ＊15］

約1TB（Serial ATA、
5400回転/分） 約1TB（Serial ATA、5400回転/分） 約500GB（Serial ATA、5400回転/分） SSD 約256GB（Serial ATA） SSD 約128GB

（Serial ATA）
SSD 約256GB

（Serial ATA） SSD 約128GB（Serial ATA）

Windows
システムから
認識される 
容量＊17

Cドライブ／ 
空き容量 約117GB／約69GB 約930GB／約881GB 約930GB／約884GB 約930GB／約881GB 約930GB／約882GB 約930GB／約887GB 約464GB／約424GB 約237GB／約191GB 約237GB／約192GB 約117GB／約74GB 約237GB／約197GB 約117GB／約80GB
Dドライブ／ 
空き容量 約931GB／約931GB ― ― ― ―

BD/DVD/CDドライブ（詳細は
LAVIE公式サイト（nec-lavie.jp/）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）＊18＊19

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）＊18＊19 DVDスーパーマルチド　　ライブ［DVD-R/+R 2層書込み］ ―【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-DU008C）＊20】
―【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-DU008C）＊20】

サウンド 
機能

スピーカ 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）

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） 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W） 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W）

音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊21、
インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠

ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊21、
インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊21、

インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠
ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊21、
インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠

通信
機能

LAN ― 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 100BASE-TX/10BASE-T対応 ― ―
ワイヤレスLAN／Bluetooth®

（詳細はLAVIE公式サイト
（nec-lavie.jp/）をご覧ください）

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.1）

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.1）

11ac（433Mbps）対応　　ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart 　　　Ready（Ver.4.1）

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.1）

11ac（433Mbps）対応
ワイヤレスLAN（IEEE802.11 
ac/a/b/g/n準拠）／Bluetooth® 
Smart Ready（Ver.4.1）

入力
装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ18.7mm＊22、キーストローク1.7mm）、 
JIS標準配列（103キー、テンキー付き）

本体一体型（キーピッチ
18.7mm＊22、キーストローク
1.7mm）、JIS標準配列

（105キー、テンキー付き） 

本体一体型（キーピッチ
19mm＊22、キーストローク
2.0mm）、JIS標準配列

（106キー、テンキー付き）＊23

本体一体型（キーピッチ　　18.7mm＊22、キーストローク1.7mm）、 
JIS標準配列（105キー、　　テンキー付き）

本体一体型（キーピッチ18mm＊22、キーストローク1.2mm）、
JIS標準配列（85キー）

本体一体型（キーピッチ19mm＊22、キーストローク1.4mm）、
JIS標準配列（85キー）

マウス Bluetooth® BlueLEDマウス＊24＊25＊26＊27（横チルト機能付き＊28） Bluetooth® BlueLEDマウス＊24＊25＊26＊27（横チルト機能付き＊28） USB光センサーマウス（スクロールホイール付き＊26＊28）― ―

ポインティングデバイス 高精度タッチパッド（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）＊28
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＊28

手書き入力＊29/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＊28

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＊28 マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド＊28 高精度タッチパッド
（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）＊28

タッチパネル ― ― タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 ―
ボタン ― ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）  ― 音量ボタン ―

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 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 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

外部 
インター 
フェイス

USB USB 3.1（Type-C）×1＊30＊31（USB Type-C 3A給電対応＊32）、 
USB 3.0×2＊33（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊34＊35） USB 3.0×3＊33

USB 3.0×3＊33（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＊34＊35）

USB 3.0×3＊33 USB 3.1（Type-A）×1＊31、USB 3.0×1＊33（パワーオフUSB充電機能付き＊35） USB 3.0×2＊33（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊35）

通信・映像・サウンド関連 HDMI出力端子×1＊10、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）＊36

LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊10、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）＊36

HDMI出力端子×1＊10、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）＊36

HDMI出力端子×1＊10、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）＊36

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＊37＊38＊39 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＊38＊39＊40 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＊37＊38＊39 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＊38＊39＊40

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　 ―

セキュリティ 指紋センサ（Windows Hello対応） ― ― 指紋センサ（Windows 
Hello対応） ―

外形寸法 本体（突起部、バンプ部除く） 361（W）×243（D）×25.0（H）mm 385.6（W）×258（D）×
22.6（H）mm

382（W）×270（D）×
25.7（H）mm 385.6（W）×258（D）×　　22.6（H）mm 305（W）×205（D）×16.9（H）mm 289（W）×197.5（D）×17.0（H）mm

質量 本体（標準バッテリパック含む）＊41＊42 約2.3kg＊43 約2.4kg
（バッテリ：約235g） 約2.5kg＊43 約2.4kg

（バッテリ：約235g） 約831g＊43 約769g＊43 約925g＊43 約924g＊43

その他 マウス：約62g＊44　ACアダプタ：約240g＊45 マウス：約62g＊44　ACアダプタ：約192g＊45 マウス：約85g　ACアダプタ：約192g＊45 ACアダプタ：約192g＊45 ACアダプタ：約192g＊45

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約7.3時間＊46 約6.3時間＊46 約6.9時間＊46 約5.0時間＊46 約6.6時間＊46 約6.0時間＊46 約6.1時間＊46 約10.0時間＊46 約6.5時間＊46 約11.6時間＊46 約11.7時間＊46

バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約4.5時間／約4.5時間＊47 約3.3時間／約2.6時間＊47 約4.5時間／約4.5時間＊47 約3.3時間／約2.6時間＊47 約3.2時間／約2.6時間＊47 約3.5時間／約3.0時間＊47 約3.0時間／約2.5時間＊47 約3.4時間／約3.2時間＊47

電源＊48＊49 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz） リチウムイオンバッテリまたは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） リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）
消費
電力 標準時＊50／最大時／スリープ時 約7.5W／約65W／

約0.4W
約8.2W／約65W／
約0.4W

約7.7W／約65W／
約0.3W

約7.8W／約45W／
約0.4W

約7.6W／約45W／
約0.4W

約6.5W／約45W／
約0.4W

約6.4W／約45W／
約0.4W 約6.4W／約45W／約0.5W 約4.9W／約45W／約0.2W 約4.7W／約45W／約0.2W 約4.8W／約45W／約0.2W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊51 ―＊52 ―＊52 M区分 0.020（AAA） M区分 0.024（AAA）　　　 N区分 0.015（AAA） R区分 0.016（AAA） R区分 0.021（AAA） N区分 0.021（AAA） R区分 0.025（AAA） R区分 0.017（AAA）
電波障害対策 VCCI ClassB 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℃、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）

オフィスアプリ（インストールされている
主なアプリはP.24をご覧ください） Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊53 Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊53

Office Personal  
Premium プラス Office  
365 サービス＊53

Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊53 Microsoft Office Home & Business 2016

主な添付品 マニュアル＊54、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、 
乾電池（単三アルカリ：1本 マウス用）、保証書

マニュアル＊54、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、 
乾電池（単三アルカリ：1本 マウス用）、保証書

マニュアル＊54、ACアダプタ、 
USB光センサーマウス、保証書 マニュアル＊54、ACアダプタ、保証書 マニュアル＊54、ACアダプタ、保証書

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：増設メモリにつきましては、P.32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：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、別売の増設メモリを装着する必要があります。＊6：増設したメモリ構
成により、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る場合があ
ります。＊7：メモリの交換、増設はできません。＊8：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、文字や線などの太さが不均一になることがあります。＊9：1677万色表示は、ディザリン
グ機能により実現します。＊10：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。＊11：解像度3840×2160選択時はリフレッシュレート24/30Hzで表示可能で
す。＊12：グラフィックスメモリは、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、パソコンの動作状況により変化します。また、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は異なります。＊13：1GB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。＊14：CドライブにSSD、Dドライブにハードディスクドライブを割り当てています。＊15：
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。＊17：初回起動
直後にWindowsシステムから認識される容量です。NX850/JA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。＊18：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。＊19：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。＊20：DVDスーパーマルチドライ
ブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（USB 2.0接続）［DVD-R/+R 2層書込み］ ＊21：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。＊22：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）。＊23：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。＊24：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。

＊25：使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離は3m以内になります。なお、ご使用方法や環境
条件によって異なります。＊26：光センサー式マウスは、ガラス面や鏡面、光沢のある面などの上で使
用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光センサー式マウスに対応したマウ
スパッドなどを別途ご用意ください。＊27：マウスの電池寿命は、アルカリ電池で約4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）。＊28：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。＊29：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。＊30：USB以外の拡張機能はありま
せん（映像出力等）。＊31：接続したUSB 3.1 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、
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。＊32：ACアダプタに接続している場合は、最大5V/3Aでの給電が可能で
す。バッテリ動作時は、電源ON時は5V/3A、スリープ時は5V/0.9A、休止状態/電源OFF時は給電
を行えません。本体への充電はできません。＊33：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。＊34：ACアダプタ
に接続している場合のみ使えます。＊35：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。＊36：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。＊37：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。＊38：「マルチメディアカード（MMC）」はご利用でき
ません。＊39：「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。
＊40：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。＊41：平均値。質量は記載の値と異なる場合
があります。＊42：主な付属品を含みません。＊43：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。
＊44：乾電池の質量は含まれておりません。＊45：電源コードの質量は含まれておりません。＊46：

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://nec-lavie.jp/）→各シリーズページ→「仕様」をご覧ください。＊47：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。＊48：パソコン本体のバッテリなど各種電池は
消耗品です。＊49：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊50：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。＊51：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。＊52：本製品は省エネ法の対象外です。＊53：Office 365 サービスは、1年間無料でご利
用いただけます。＊54：マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。
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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：DA770/KAB→型番：PC-DA770KAB

速くて安心！デスクトップ PC ラインアップ

基
本
性
能

ワイヤレス機能

Webカメラ

BD/DVD/CD
ドライブ

サウンド

外部インターフェイス

メモリーカードスロット

ハードディスク

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

オフィスアプリ

基
本
性
能

メタルレッドホワイトシルバーダークシルバー ラズベリーレッドファインホワイトファインブラック

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

DA770/KAB
DA770/KAW
DA770/KAR

DA370/KAB
DA370/KAW
DA370/KAR

 DA350/KAW

ラインアップ

質量＊3

電源＊4

主な添付品

外形寸法（本体）
（突起部除く）

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊6

消費電力 標準時＊5／最大時

P.20P.16

Microsoft Office Home ＆ Business 2016 Microsoft Office Personal 2016

約1TB約3TB

Celeron® 3865U
1.80GHz ［2コア/2スレッド］

スーパーシャインビュー 広視野角（IPS）

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応（最大32GB）［空きスロット：0］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大32GB）［空きスロット：1］

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ3W+3W（FR-Port™方式）］

ヤマハ製 AudioEngine™

YAMAHAサウンドシステム ハイレゾ対応
［スピーカ 5.5W+5.5W(フルレンジ：3W×2、

ツイーター：2.5W×2）］（FR-Port™方式）
ヤマハ製 AudioEngine™

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
ダブルチューナ＊1

地上・BS・110度CSデジタルTV
シングルチューナ＊1

23.8型ワイド フルHD（狭額縁）

ー

ー

1920×1080ドット

Windows 10 Home

約4314時間
（セミファインロング）＊2

約852時間
（セミファインロング）＊2

マニュアル、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：5本 キーボード・マウス・リモコン用)、保証書 マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アル
カリ：3本 キーボード・マウス用)、保証書

約35W／約90W 約30W／約65W 約26W／約65W

543（W）×194（D）×415／449（H）mm
（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時／カメラ利用時）

543（W）×194（D）×452（H）mm（本体可動範囲寸法）

543（W）×165（D）×403／433（H）mm（ディスプレイ最小
543（W）×245（D）×383（H）mm（ディスプレイ最大傾斜、

傾斜、カメラ収納時／カメラ利用時）
カメラ収納時）

AC100～240V±10%、50/60Hz

約8.8kg 約8.1kg

T区分 0.048（AAA）

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

＊7

第8世代 Core™ i7-8550U
1.80GHz（最大4.00GHz） ［4コア/8スレッド］

HD対応 92万画素

USB 3.1(Type-A)×2、USB 3.0×3 USB 3.0×3、USB 2.0×2　

SDメモリーカードスロット

対象製品をご購入のうえWebでお申し込みいただくと、
メーカー保証では対象外となる落下や水こぼしによる故障
の修理にも対応の「安心保証サービス月額版」を、最大1年間
無料＊1でご利用いただけます。

【対象製品】2016年9月発売以降のLAVIE
＊1：LAVIE Directシリーズ、Android™タブレットは対象外です。 NEC Refreshed PC
ならびに中古で購入されたパソコン・タブレットは対象外です。

「安心保証サービス月額版」を
最大1年間無料＊1でご提供!

詳しくは、P.29の「安心保証サービス月額版」または、ホームページ
（http://121ware.com/anshin/）をご覧ください。

日本最大級の動画配信サービスでドラマ・映画・アニメなど
を視聴できる！特典＊1として31日間無料＊2で視聴＆2000
ポイント＊3プレゼント！

本カタログ掲載機種をご購入で
下記特典がついてくる！

ビデオ視聴クーポン

公式Twitterアカウント
「@necpc_pc」を
フォローしよう！

製品ムービーやCMなどを
ご覧いただけます。

https://www.youtube.com/user/NEC121ware/

LAVIE チャンネル

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。

NEC LAVIE公式サイト

YouTube公式チャンネル

インターネットでパソコンを購入！

NEC Directコールセンター
キュー

0120-944-500
〈スマートフォン、携帯電話可能・通話料無料〉

http://nec-lavie.jp/shop/

受付時間：9:00～19:00（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）

自分好みにカスタマイズして
あなただけのパソコンを完成できます。

http://nec-lavie.jp/

T区分 0.034（AAA）
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＊1：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://nec-lavie.jp/products/common/dtv/）で事前にご確認ください。　＊2：出荷時の 内蔵ハードディスクの録画可能容量に録画した場合のめやす時間です。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。　＊3：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊4：標準添付されている電源コードはAC100V用
（日本仕様）です。　＊5：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。　＊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：当社はハイレゾ普及に向け、ハイレゾモデル
には、日本オーディオ協会が推奨するこのロゴを冠し推進しています。　

※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。

デジタルライフサポート サービスとはデジタルライフサポート サービスとは

ウイルスバスター クラウドの強みウイルスバスター クラウドの強み

電話、メール、Airサポートなどで、操作や設定に関するわからない
ことや不安に感じることを相談できます。

※ Webはウイルスバスター クラウドの製品ソフトウェアのサポートに限ります。

24時間365日年中無休

電話 メール Air
サポート Webリモート

サポート

とにかく広い、サポート範囲
「パソコンの動作が急に重くなった」、「スマホの設定を教えてほしい」、
「アプリの使い方がわからない」など、些細な疑問にも対応します。

ウイルスバスター クラウドは、日々進化・巧妙化する脅威に
対して迅速に対応。多層防御で被害を未然に防ぎます。

セキュリティ対策と、パソコン＆スマホまわりの幅広い
サポートがひとつに。

個人情報や金銭を狙う最新ウイルスからリアル
タイムで守りながら、クラウド技術でパソコンに
かかる負荷を軽減します。
パソコンの「重さ」の主な原因※5の約80％を
クラウドに移行

※5 ウイルス対策
機能の重さの原因
＝ シグネチャ。

選ばれて、No.1。※4

日本で最も選ばれているからこそ、製品から収集され
た日本中の脅威情報を解析し、日本を狙った新たな
脅威からあなたのパソコンをしっかり守ります。

強くて、軽い。
※4 BCNランキング シリーズ別にてトレンドマイクロで集計（2016年1月～12月）

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー

Copyright Ⓒ 2017 Trend Micro Incorporated. All rights reserved. TREND MICRO、
ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウド、デジタルライフサポート プレミアム、およびAir
サポートは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。記載されている各社の社名、製品名、
およびサービス名は各社の登録商標または商標です。この広告は2017年12月現在の情報を
もとに作成しています。今後、価格の変更、バージョンアップなどにより内容の全部もしくは一部
に変更が生じる可能性があります。

※1 HZシリーズを除く（ただし、生産時期により、インストールされている場合が
あります）。　※2 90日間ご利用以降は別途お申込みいただくことにより、ご利用
いただけます(有料)。　※3 詳細は、対象のパソコンに添付されているご案内チラ
シをご覧ください。

がインストールされています。

特典
※3

サービス付き
デジタル

ライフ

サポート

●本サポートサービスは問題解決のご支援を行うためのもので、
問題解決を保証するものではございません。

●使用許諾契約の記載にかかわらず、特典として製品版「ウイルスバ
スター クラウド＋デジタルライフサポート プレミアム」のお客様
に提供されるサポートサービスに準じた内容が、ウイルスバスター 
クラウドの利用開始から90日間提供されます。サポート範囲の詳細
はこちらからご確認いただけます。   http://tmqa.jp/psup

［90日間期間限定版］※2

本カタログに掲載のLAVIE※1には

＊1：新規登録会員のみの特典です。　＊2：ポイントOK作品とPPV作品は対象外です。
＊3：ポイント利用は会員登録後、45日間に限ります。
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基
本
性
能

質量＊4

ワイヤレス機能

電源＊6

主な添付品

消費電力 標準時＊7／
最大時

バッテリ駆動時間＊5

（JEITA 2.0）

外形寸法（本体）
（突起部、バンプ部除く）

Webカメラ

BD/DVD/CDドライブ

サウンド

外部インターフェイス

セキュリティ

メモリーカードスロット

内蔵ストレージ

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

オフィスアプリ

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊8

ラインアップ メテオグレー ムーンシルバー パールブラック メタリックピンクパールホワイトプレシャスゴールドグレイスブラックシルバー グレイスホワイト グレイスゴールド

HZ750/GAB
HZ750/GAS
HZ750/GAG

HZ550/GAB
HZ550/GAS
HZ550/GAG

HZ350/GAB
HZ350/GAS
HZ350/GAG

P.12 P.14P.8P.4 P.10

NM550/KAB
NM550/KAW
NM550/KAG

NM350/KAB
NM350/KAW
NM350/KAG

NM150/KAB
NM150/KAW
NM150/KAG

NS100/H2W
NS100/H1W＊1

NS700/JAB
NS700/JAW
NS700/JAR
NS700/JAG

NS350/HAB
NS350/HAW
NS350/HAR

マニュアル、ACアダプタ、保証書 マニュアル、ACアダプタ、保証書

約6.4W／約45W

リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ
（AC100～240V±10%、50/60Hz）

約6.5時間 約11.6時間 約11.7時間

約769g

約10.0時間

約831g 約924g約925g

305（W）×205（D）×16.9（H）mm 289（W）×197.5（D）×17.0（H）mm

ステレオスピーカ（1W＋1W）
ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ（1W＋1W）
ヤマハ製 AudioEngine™

8GB（オンボード）
デュアルチャネル対応

（最大8GB）

8GB（オンボード）
デュアルチャネル対応

（最大8GB）

4GB（オンボード）
（最大4GB）

4GB（オンボード）
デュアルチャネル対応（最大4GB）

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SSD 約128GB SSD 約128GBSSD 約256GB
SSD 約128GB（PCIe）

＋
HDD 約1TB＊2 SSD 約256GB

13.3型ワイド フルHD（狭額縁） 12.5型ワイド フルHD（狭額縁）

ー

1920×1080ドット 1920×1080ドット

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

第7世代 
Core™ i7-7500U
2.70GHz（最大3.50GHz）

［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i5-7200U
2.50GHz（最大3.10GHz）

［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i3-7100U

2.40GHz
［2コア/4スレッド］

ー
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-DU008C）

ー
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-DU008C）

Windows 10 Home

Microsoft Office Home ＆ Business 2016

Windows 10 Home

広視野角（IPS）・ノングレア

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

HDD 約1TBHDD 約1TBSSHD＊3 約1TB HDD 約500GB

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

Office Personal Premium
プラス Office 365 サービス＊1

第8世代 
Core™ i7-8550U

1.80GHz（最大4.00GHz）
［4コア/8スレッド］

第8世代 
Core™ i7-8550U

1.80GHz（最大4.00GHz）
［4コア/8スレッド］

第8世代 
Core™ i5-8250U

1.60GHz（最大3.40GHz）
［4コア/8スレッド］

第7世代 
Core™ i5-7Y54

1.20GHz（最大3.20GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代 
Core™ m3-7Y30

1.00GHz（最大2.60GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i3-7100U

2.40GHz
［2コア/4スレッド］

Celeron® 3865U
1.80GHz

［2コア/2スレッド］

Celeron® 3965Y
1.50GHz

［2コア/2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］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大32GB）

［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：0］

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応（最大32GB）

［空きスロット：0］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大32GB）
［空きスロット：1］

ステレオスピーカ
（2W＋2W）

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）

ヤマハ製 AudioEngine™
ステレオスピーカ
（1.5W＋1.5W）

タッチパネルーー

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）

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    HomeWindows 10 Home

Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池（単三アルカリ      ：1本 マウス用）Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池（単三アルカリ：1本 マウス用） USB光センサーマウス
マニュアル、ACアダプタ、     保証書マニュアル、ACアダプタ、保証書

約6.5W／約45W 約6.4W／約45W約7.6W／約45W約7.8W／約45W

リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ     (AC100～240V±10%、50/60Hz)リチウムイオンバッテリまたは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） 

約5.0時間約7.3時間 約6.3時間 約6.9時間 約6.6時間 約6.0時間 約6.1時間

約2.5kg約2.3kg 約2.4kg 約2.4kg

382（W）×270（D）×
25.7（H）mm361（W）×243（D）×25.0（H）mm

HD対応     92万画素HD対応 92万画素

SDメモリーカード     スロットSDメモリーカードスロット SDメモリーカードスロット SDメモリーカードスロット

USB 3.0×3、     HDMI出力×1USB 3.1（Type-C）×1、USB 3.0×2、HDMI出力×1

指紋センサ（Windows Hello対応） ー

ー＊9 ー＊9

ー ー

USB 3.1（Type-A）×1、USB 3.0×1、HDMI出力×1 USB 3.0×2、HDMI出力×1

HD対応 92万画素 HD対応 92万画素

385.6（W）×258（D）×
22.6（H）mm 385.6（W）×258（D）×22.6（H）mm

約7.5W／約65W 約8.2W／約65W 約7.7W／約65W

M区分 0.020
（AAA）

M区分 0.024
（AAA）

N区分 0.015
（AAA）

R区分 0.016
（AAA）

R区分 0.021
（AAA）

約4.8W／約45W約4.7W／約45W約4.9W／約45W

N区分 0.021
（AAA）

R区分 0.025
（AAA）

R区分 0.017
（AAA）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

スターリーブラック ルミナスレッド
シャンパンゴールドエクストラホワイト

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

ホワイト

スーパーシャインビュースーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

フルフラット スーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

15.6型ワイド フルHD15.6型ワイド フルHD（狭額縁） 15.6型ワイド HD

1920×1080ドット1920×1080ドット 1366×768ドット

広視野角（IPS）・ノングレア

NS150/HAB
NS150/HAW
NS150/HAR
NS150/HAG

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

シャンパンゴールド

NX850/JAB
NX850/JAW
NX850/JAG

NX750/JAB
NX750/JAW
NX750/JAG

NX550/JAB
NX550/JAW
NX550/JAG

指紋センサ
（Windows Hello対応）
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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：NX850/JAB→型番：PC-NX850JAB

＊1：NS100/H1WのみOffice Personal Premium プラス Office 365 サービスとなります。　＊2：CドライブにSSD、Dドライブにハードディスクドライブを割り当てています。　＊3：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。　＊4：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊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：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　＊7：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。　＊8：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。　＊9：本製品は省エネ法の対象外です。

※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。

速くて安心！ノートPC ラインアップ



このカタログの記載内容は2017年12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.1165 18010500ADDN

※フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。　※最新の情報は、http://121ware.com/121cc/でご確認ください。

Windows Ink. If you can think it, you can ink it.  

GfK Japan Certified 2016

 

BCN AWARD 2017

2016年 日本で一番選ばれたPCメーカー 国内販売No.1 

2016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

デスクトップPC部門（13年連続）・ノートPC部門（6年連続）

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

デスクトップPC部門（8年連続）・ノートPC部門（6年連続）


