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Expect more from a new computer.

たとえ ば、すぐに気持ちが伝わる家族のような存在。

私 た ちが 本 当 に つ くりたい の は 、

人 と P C の 理 想 的 な 関 係 。そ の 実 現 に 向 け て 、

最 高 で 最 新 の 性 能 を 追 求し 続 け て い く 。

すべ て は 、「 人 とモノ」の 壁 を 越 え た 先 に あ る 、

あ た らし い 世 界 の た め に 。

使い方相談
永年無料

LAVI Eは

高性能プロセッサー
＆

高速ドライブ採用



15.6型ワイド

NX850　NX750

最新テクノロジーが、すべての人を
クリエイターにするスピードマスターPC

その速さが感性を刺激する。

NX850/LAシリーズには、6コア/12スレッドで圧倒的な処理
性能を誇る「第8世代 インテル® Core™ i7-8750H プロ
セッサー」、NX750/LAシリーズには、省電力
と処理性能のバランスに優れた「第8世代 イ
ンテル® Core™ i7-8550U プロセッサー」を
搭載。時間のかかる編集作業も、すばやく処理で
きます。

＊1：MAXON CINEBENCH Release15で測定。当社測定値であり、MAXON社は結果について保証しません。The CINEBENCH is Copyright ©2010 MAXON Computer GmbH ALL Rights Reserved. なお、開発段階での測定
値であり、OSやBIOSなどのバージョンアップにより、記載の値と異なる場合があります。　＊2：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。

グレイスブラックシルバー
NX850/LAB
NX750/LAB

クレストゴールド
NX850/LAG
NX750/LAG

プラチナホワイト
NX850/LAW
NX750/LAW

NX850/LAB

※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。

［ パフォーマンス比較＊1 ］

第7世代
Core™ i7-7500U
NS700/HAシリーズ

第8世代
Core™ i7-8550U
NX750/LAシリーズ

約68.6%

第8世代
Core™ i7-8750H
NX850/LAシリーズ

約35.1%

100%

約1.4倍
高速！

約2.8倍
高速！

「MAXON CINEBENCH Release15」のプロセッサー性能測定機能を利用して、描画時間を測定。
NS700/HAシリーズの測定時間を100％とした場合の比較。

Windows 10 Home

第8世代
Core™ i7-8550U

（1.80GHz/最大4.00GHz）

第8世代
Core™ i7-8750H

（2.20GHz/最大4.10GHz）
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）

HDD 約1TB
インテル® Optane™ 

メモリー＊2搭載

SSD 約128GB（PCIe）
＋

HDD 約1TB
NX850/LAシリーズ

NX750/LA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 プロセッサー

ブルーレイ
ディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（             　　 ）

圧倒的な速さで写真・動画を編集できる
「高性能プロセッサー」

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。

指ですばやくサインインできる
「Windows Hello対応 指紋認証機能」

高速かつ静音性に優れたSSD 約128GB（PCIe接続）を搭載。OSや
アプリを高速で起動できます。さらに、HDD 約1TBも搭載しているの
で、高画質な写真や動画もたっぷり保存できます。

・ SSD+HDD（NX850/LAシリーズ）

HDD 約1TBに加え、データへのアクセス速度を飛躍的に向上させる
「インテル® Optane™ メモリー＊2」を搭載。よく使用されるアプリや
データをキャッシュすることで、すばやい起動を実現します。

・ HDD+インテル® Optane™ メモリー＊2（NX750/LAシリーズ）

OSやアプリの高速起動と、データの大容量　保存を両立する
「ハイブリッドドライブシステム」

インテル® Optane™ メモリーについて詳しくは、 ▶P.19SSDについて詳しくは、 ▶P.19
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NX750/LAB

NX750/LAG

NX750/LAW

※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。

省電力とデータ転送速度向上を両立したDDR4メモリを採用。

動画・写真編集などがより高速に処理できます。

スマホやタブレットに急速充電もできる
USB 3.1 Type-C

衝撃や振動から大切なデータを守る
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
します。
※機種により、クッションの形状は異なります。

※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。

大容量データも高速処理して快適に操作できる
DDR4メモリ

15.6型ワイド

NX850　NX750

フレームが気になりにくい狭額縁設計を採用。映像に集中して

視聴できます。また、フルHD IPS液晶により、斜めの角度から

見ても美しい映像を楽しめます。

映像の世界へ誘う
「狭額縁ディスプレイ」

キーを支える構造を見直し、打ちやすさはそのままにタイピング
音を軽減。また、キーの表面に高耐久性UVコーティング剤を塗
布することで、長期間の使用による印字の摩耗を防ぎます。

長時間の入力でも快適にタイピングできる
「こだわりのキーボード」

ヤマハ製ステレオスピーカに加え、コンテンツに合わせて最適
なサウンドに調整するヤマハ製 AudioEngine™を搭載。映像
や音楽を迫力ある高音質で楽しめます。

高音質で楽しめる
「YAMAHAサウンドシステム」
 （NX850/LAシリーズ） 
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15.6型ワイド

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。プロセッサーの性能を活かすことができます。

カームブラック
NS700/MAB
NS600/MAB
NS300/MAB
NS150/KAB

カームホワイト
NS700/MAW
NS600/MAW
NS300/MAW
NS150/KAW
NS100/K2W＊2

カームレッド
NS700/MAR
NS600/MAR
NS300/MAR
NS150/KAR

NS700　NS600　NS300　
NS150　NS100

排気が再び吸気されることを防ぐ設計を
採用。効率よく冷却することで、快適に
動作させることができます。

スリムなボディに、最新テクノロジーを搭載した
スタンダードPC

やりたいことを“スマート”にかなえる。

Windows 10 Home

第8世代 Core™ i7-8550U
（1.80GHz/最大4.00GHz）
AMD Ryzen™ 7 2700U

（2.20GHz/最大3.80GHz）

NS700/MAシリーズ

NS600/MAシリーズ

NS300/MAシリーズ

型名

15.6型ワイド スーパー
シャインビューLED液晶（フルHD）

15.6型ワイド
スーパーシャインビュー

LED液晶

ディスプレイ 無線通信機能基本OS プロセッサー

8GB

メモリ

4GB
NS150/KAシリーズ

NS100/K2W

第7世代 Core™ i3-7020U
（2.30GHz）

Celeron® N4000
（1.10GHz/最大2.60GHz）

BD/DVD/CDドライブ

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

高画質写真や動画もすばやく処理できる
「高性能クアッドコア・プロセッサー」

NS700・NS300/MAシリーズには、HDD 約1TBに加え、データ
へのアクセス速度を飛躍的に向上させる「インテル® Optane™ 
メモリー＊1」を搭載。よく使用されるアプリやデータをキャッシュす
ることで、すばやい起動を実現します。

また、NS600/MAシリーズには、高速かつ省電力、さらに衝撃に
強いSSDを搭載しています。

アプリ起動やデータ読み込みが高速な
「インテル® Optane™ メモリー＊1」/
「SSD」

（NS700・NS600・NS300/MAシリーズ）NS700/MAシリーズには、高画質な写真や動画の編集を快適
に行える「インテル® Core™ i7 プロセッサー」を採用。また、NS
600/MAシリーズには、Radeon™ RX Vega 10 グラフィックス
を内蔵し、ライトなオンラインゲームも楽しめる「AMD Ryzen™ 
7 モバイル・プロセッサー」を採用しています。

（NS700・NS600/MAシリーズ） 映画館やAV機器などで定評のある「Dolby Audio」を採用。
DVDやネット動画、ゲームなどを、それぞれのコンテンツに最適
なサウンドで楽しむことができます。

臨場感あふれるサウンドで楽しめる
「Dolby Audio」

ファンクションキーにWebカメラやマイクのオン/オフ機能など
を割り当て。ビデオ通話時にちょっと見せたくない・聞かせたくな
いときには、簡単に機能をオフにすることができます。

Webカメラや動画、音楽などを
ワンタッチで操作できる「ホットキー」

画面をフラットにして、向かい合った相手
に写真を見せたり、立ってPCを使用する
ときに最適な角度に調整できます。

見やすい角度に調整できる
フラットディスプレイ

ワイヤレスマウスを標準添付 高速データ転送で操作をさらに快適にする
DDR4メモリ

PCの性能を引き出す
冷却システム

本体のカラーにマッチした「Bluetooth® マウス」
を添付。また、電池1本で動作するのでマウス
も軽く、快適に操作できます。

AMD Ryzen™ 7について詳しくは、 ▶P.18 インテル® Optane™ メモリーやSSDについて詳しくは、 ▶P.19

メインメモリを増設するサービスをご用意。詳しくは、 ▶P.32

＊1：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。 ＊2：NS100/K2Wにはマウスは添付していません。

NS700/MAR

NS700 NS600

（ＮＳ100/K2Wを除く）

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

（             ）

※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。

HDD 約1TB

SSD 約256GB

HDD 約500GB

内蔵ストレージ

HDD 約1TB
（ 　 　 　 　 　　    　　 ）

（ 　 　 　 　 　　    　　 ）
HDD 約1TB

インテル® Optane™ メモリー＊1搭載

インテル® Optane™ メモリー＊1搭載
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第8世代
Core™ i5-8250U

（1.60GHz/最大3.40GHz）

HZ750・HZ550/LAシリーズは約10.8時間＊6、HZ500/LAシ
リーズは約7時間＊6のバッテリ駆動が可能。また、HZ500/LAシ
リーズは、1時間で約80％までの急速充電＊5に対応しています。

移動中などPC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。

外光の映り込みを抑えて明るい場所でも見やすいノングレア液晶。
フルHD解像度で細かい文字もくっきり表示します。広い視野角の
IPS方式で斜めの角度から見ても美しい映像を楽しめます。

1日中外で使っても安心の
長時間バッテリ駆動＋急速充電＊5

電源オフ時でもスマホなどに充電できる
パワーオフUSB充電機能＊7

屋外などの明るい場所でも見やすい
ノングレア・フルHD IPS液晶

Windows 10 Home

第8世代 Core™ i7-8550U
（1.80GHz/最大4.00GHz）

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512GB
（PCIe）

約128GB

HZ750/LAシリーズ

HZ500/LAシリーズ

HZ550/LA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 プロセッサー

13.3型ワイド

HZ750　HZ550　HZ500

メテオグレー
HZ750/LAB
HZ550/LAB
HZ500/LAB

インディゴブルー
HZ750/LAL
HZ550/LAL
HZ500/LAL

フレアゴールド
HZ750/LAG
HZ550/LAG
HZ500/LAG

＊1：HZ500/LAシリーズ。13.3型ワイド液晶搭載2 in 1ノートPCとして。2018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：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。　＊4：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。　＊5：本体が電源オンの
場合、充電時間は異なります。HZ750・HZ550/LA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。　＊6：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。　＊7:ご購入時、本
機能は無効となっています。BIOSセットアップユーティリティで設定を変更することにより、利用できます。なお、スマホな
どの機種によっては本機能を使用できない場合があります。　＊8：電源を入れてから、Windows 10の壁紙が表示され
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。なお、開発段階の測定値であり、OSやBIOSなどのバージョンアップにより、記載の値と異なる場合があります。

150kgf 面耐圧
150kgf＊3＊4の強さ

HZ750 HZ550・HZ500

世界最軽量＊1で、どこへでも持ち運んで使える。
メインPCとしても使える高性能モバイルPC

もっと自由に、さらにアクティブに。

世界最軽量＊1 約769g＊2

3辺スリムベゼルや、ボディの天面と底面にマグネシウムリチウ
ム合金を採用することで、剛性を保ちつつ、軽量・コンパクトを
実現。また、バッグ内での圧迫を想定した面加圧試験＊3や落下
試験＊3などで、モバイル活用に十分な強度を確認しています。

毎日気軽に持ち運びできる
「超軽量&堅牢ボディ」

ハイスペックなA4ノートPCにも採用されている高性能な「第8
世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサー」を搭載。省電力
にもかかわらずクアッドコアに対応しているので、メインPCと
しても十分活用できます。

メインPCとしても十分に使える
「高性能・省電力プロセッサー」

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。
ちょっとしたすきま時間にも、電源オンでサッと作業できます。

電源オンですばやく起動、すぐに使える
「SSD」

超軽量ボディにタッチパネルを搭載。また、液晶を360°回転
させれば、タブレットとしても使えます。

利用シーンで使い分けができる
「コンバーチブル設計」

SSD［PCIe］
（HZ750/LA

シリーズ）

［ 起動時間比較＊8 ］

HDD
（NS600/KA

シリーズ）

約10.5秒

SSD［SATA］
（HZ550/LA

シリーズ）
約11.8秒

約17.3秒

約1.6倍
高速起動！

約1.4倍
高速起動！

※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。

● バッテリ駆動約１０.８時間＊6（HZ750・HZ550/LAシリーズ）　● バッテリ駆動約７.０時間＊6（HZ500/LAシリーズ）

HZ500/LAL
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12.5型ワイド

NM550　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

※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。

※2018年1月発表モデルとの比較。

NM150

いつものカバンに入れて気軽に持ち出せる
「コンパクト・堅牢ボディ」＆
「長時間バッテリ」 処理性能と省電力を両立したプロセッサーの採用と、低発熱

設計により「ファンレス」を実現。また、タイピング音も静かな
ので、教室や図書館などでも安心して使えます。

静かな場所でも音が気になりにくい
「サイレント設計」

ストレージには、HDDと比べ高速かつ省電力、さらに衝撃に
強いSSDを採用。いつでもどこでも、すばやく作業できます。

使いたいときにすぐに起動できる
「SSD」 

Windows Helloに対応した指紋認証機能を、電源ボタンに
搭載。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。

パスワード不要で指でサインインできる
「Windows Hello対応 指紋認証機能」

コンパクトなボディはそのままに、A4ノートPCとほぼ同じキー
配列を実現。キートップの印字とキーのサイズを従来モデルより
大きくしたことで、見やすさと打ちやすさが向上しました。

移動中などPC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。

外出中にバッテリ切れになっても、USB 
Power Deliveryに対応したスマホ用
充電器＊8でPC本体に充電できます。

A4ノートPC並みの打ちやすさを追求した
こだわりのキーボード

電源オフ時でもスマホなどに充電できる
パワーオフUSB充電機能＊6

本体への充電や周辺機器との接続＊7が可能な
USB ３.0 Type-C

150kgf

面耐圧150kgf＊4＊5の強さ

12.5型ワイドのちょっと広めな画面でも、いつものカバンに
ラクラク収まるコンパクト＆約908g＊1の軽量ボディ。約11.7
時間＊2＊3のバッテリ駆動で一日中使えます。さらに、バッグ内で
の圧迫を想定した面加圧試験＊4や落下試験＊4もクリアしている
ので、安心して持ち運びできます。

Windows 10 Home

第8世代 Core™ i5-8200Y
（1.30GHz/最大3.90GHz） 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）NM550/MAシリーズ

NM150/MA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 プロセッサー

Celeron® 3965Y
（1.50GHz）

メタリックピンク
NM550/MAG
NM150/MAG

パールホワイト
NM550/MAW
NM150/MAW

パールブラック
NM550/MAB
NM150/MAB

● バッテリ駆動約11.5時間＊2（NM550/MAシリーズ）　● バッテリ駆動約11.7時間＊2（NM150/MAシリーズ）

-

＊1：NM150/MAシリーズの場合。NM550/MAシリーズは約910g。質量は平均値であり、記載の値
と異なる場合があります。　＊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：NM150/MAシリーズの場合。NM550/MAシリーズは、約11.5時間となり
ます。　＊4：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。　＊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：ご購入時、本機能は無効となっています。
BIOSセットアップユーティリティで設定を変更することにより、利用できます。なお、スマホなどの機種
によっては本機能を使用できない場合があります。　＊7：映像出力などには対応しておりません。　
＊8:USB Power Delivery対応の45W以上のACアダプタやモバイルバッテリからPCへの充電が
可能です。なお、ACアダプタやモバイルバッテリの種類によっては、PCに充電ができない場合があります。

NM550/MAW

（NM550/MAシリーズ）

SSDについて詳しくは、 ▶P.19

12 13Expect more from a new computer.



DA770/MAB

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

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

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

（             ）（             ）Windows 10 Home

27型ワイド
スーパーシャインビュー
LED IPS液晶（フルHD）

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）

4GB
（4GB×1）

8GB
（4GB×2）

4GB
（4GB×1） HDD 約1TB

DA970/MAB

DA500/MAB

DA770/MAB

DA370/MAB

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 　プロセッサー

第8世代 Core™ i7-8565U
（1.80GHz/最大4.60GHz）

第8世代 Core™ i5-8265U
（1.60GHz/最大3.90GHz）

第8世代 Core™ i7-8565U
（1.80GHz/最大4.60GHz）

Celeron® 4205U
（1.80GHz）

臨場感あふれる映像とサウンドを楽しめる
大画面液晶搭載オールインワン PC

もっと観たくなる、もっと創りたくなる。

画面は15°以内で角度調整が可能。また、キーボードやマウスがワ
イヤレスなので、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。

■ テレビやレコーダーよりも便利なTV機能
▶詳しくは、P.23

27/ 23.8 型ワイド

高画質な写真や動画もすばやく処理できる
「高性能クアッドコア・プロセッサー」

HDDに加え、高速アクセス可能なキャッシュメモリ「インテル® 

Optane™ メモリー＊1」を搭載。高画質な写真や動画もたっぷり
保存、かつすばやく表示できます。

OSやアプリを高速起動できる
「インテル® Optane™ メモリー＊1」

少し離れた場所からでも“LAVIE
起きて”と呼びかけるだけでPCを
起動できる「ボイス起動」機能を搭
載。起動後に音声アシスタント
「Cortana＊2」を利用して、声のみ
で天気予報や自分の予定などを確
認することもできます。　　　　

声でPC起動やスケジュール確認などができる
「ボイス起動」/「Cortana＊2」

ゲーム機やHDMI出力対応機器にHDMIケーブルで接続する
ことで、PCを高精細モニター（ディスプレイ）として使うことが
できます。

PCをゲーム機のモニターとしても使える
「HDMI入力端子」

※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。

※あらかじめ初期設定が必要です。PCの設置場所および
周囲の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

自由なスタイルで使える
「画面チルト機能」&「ワイヤレスキーボード&マウス」

大容量HDDを搭載

（DA970/MAB）（DA970・DA500/MAB）

インテル® Optane™ メモリーについて詳しくは、 ▶P.19

（DA970・DA770/MAB）

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。

（DA970・DA500・DA770/MAB） （DA970・DA500・DA770/MAB）

DA970・DA770 DA500

＊1：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。　＊2：Windows 10の標準機能であり、全モデルで
ご利用になれます。

※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。

HDD 約1TB
（ 　 　 　 　 　　    　 　  ）インテル® Optane™ メモリー＊1搭載

HDD 約3TB
（ 　 　 　 　 　　    　 　  ）インテル® Optane™ メモリー＊1搭載

HDD 約3TB
（ 　 　 　 　 　　    　 　  ）インテル® Optane™ メモリー＊1搭載

ファインブラック
DA970/MAB
DA500/MAB

（DA970）

（DA370）

（DA770）

ファインブラック
DA770/MAB
DA370/MAB

“LAVIE起きて”

×2

×2

×1

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/i5 プロセッサー」を搭載。負荷のかかる高
画質動画の再生もスムーズに行えます。また、「インテル® 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。

DA970　DA500　DA770　DA370

“LAVI E 起きて”
でPCを起動可能！
（DA970・DA500/MAB）

14 15Expect more from a new computer.



フレームが目立たない「狭額縁フルHD IPS液晶」を採用。また、正面には液晶・スピー
カ・光学ドライブのみを搭載し、動画視聴の妨げとなるものはすべて液晶の背面など
に配置。動画の世界に入り込みやすくすることに加え、使用しないときには存在を主
張しすぎないシンプルデザインを目指しました。

心ゆくまで動画視聴を楽しめる
「狭額縁液晶＆シンプルデザイン」

DAシリーズの全モデルにYAMAHAサウンドシステムを搭
載。また、「より自然な音、その場で聞こえるような音」を再現
するヤマハ製 AudioEngine™により、DVDやネット動画を
臨場感あふれるサウンドで楽しめます。さらに、DA970/MAB
は、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。ハイレゾ
の高音質をそのまま体験できます。

高音質で楽しめる
「YAMAHAサウンドシステム」

※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。

27/23.8 型ワイド

DA970　DA500　DA770　DA370

※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。

DA970/MAB

DA970

16 17Expect more from a new computer. ※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。



持ち運びやすさや拡張性、あるいはデザインなど PCに求める要素は数多くあるが、その中でも重視したいポイントの1つとして挙
げたいのが処理速度だ。この点について、NECでは性能向上につながる最新のテクノロジーを積極的に採用するなど、処理速度を追
求してPCの設計・開発を行っているという。果たして本当にNECのパソコンは “速い” のか？　PC Watchが徹底検証を行った。

速さの追求は本当か？
P C W a t c h 出 張 鑑 定 所Ｎ

Ｅ
Ｃ
の PCやタブレット、周辺機器、テクノロジーの最新情報を毎日配信のニュースサイト。

新製品のレビューや海外の最新技術動向、国内外のイベントレポートまで充実の内容。
人気ライター陣の連載コラムも満載！
https://pc.watch.impress.co.jp/

PC Watch とは……

ロゴ入ル

NECの速さの追求は本当だった! どのような使い方であっても、PCにおいて処理性能は極めて重要だ。今回の検証からわかるとおり、この処理性
能に重きを置いて PCの設計・開発を行っているのが NECであり、最先端のテクノロジーを積極的に採用して高い
パフォーマンスを実現していることがわかった。NECのパソコンなら、日々快適に使えると言えるだろう。

SSDは高速でデータを転送できる反面、保存できる容量が少ない。
そこで登場したのがインテル® Optane™メモリーだ。SSDと同様に
高速アクセス可能なメモリが使われている。これをHDDに追加する
と、プログラムやデータを自動で蓄積（キャッシュ）する。2回目から
は速度の遅いHDDからではなく、インテル® Optane™メモリーか
らプログラムやデータを読み込むことで、ストレスなく快適にPCを
操作できる。「たくさんのデータを保存したい！」「OSやアプリをすば
やく起動させたい」という両方の要望を叶えることができる技術だ。

大容量保存と高速データ転送を両立した
インテル® Optane™ メモリー

作業机が小さいので毎回書棚に
取りに行き、読んだら戻すという
のを繰り返すので時間がかかる

HDD

HDD+Optane™

HDDのみ

4613

2287

＊PCMark 8 Storage 2.0 のスコア

速い

PCを高速化するには、SSDを採用することも有効だ。ディスクに
保存されたデータを順に探すHDDと比べ、SSDはピンポイント
での高速アクセスを実現している。また、SSDはHDDのような
駆動部がなく、静音性や耐衝撃性にも優れている。

すばやくデータを見つけて
CPUに転送できるSSD

CPUやメインメモリと同
じくすべて電気的に記録・
読み出しをするので高速。
動く部品もないから衝撃
にも強い !!

SSD
(SATA)
HDD

4.1秒

14.7秒

＊用意したExcelファイルをダブルクリックし、内容が表示されるまでの時間、3回計測の平均

速い

特集

CPUの中で、データ処理を行っているコア。そのコア
を複数搭載すると、同時に処理できる能力が増えるた
め、性能が向上する。4コアCPUが主流となっていたが、
6コアCPUを搭載したCPUも出てきた。写真や動画の
編集を行うなら、コア数の多いPCがおすすめだ。

6コアモデル… NX850/LAシリーズ
4コアモデル… NX750/LAシリーズ、NS700・NS600/MAシリーズ、HZシリーズ
 DA970・DA500・DA770/MAB

対応機種

コアを増やして処理速度アップ

二人の作業は大変
六人でやれば効率アップ！

CPUのコアを働く人に例えると･･････

「AMDって？」という人もいるかもしれない
が、インテルと並ぶ老舗のプロセッサーメー
カーだ。AMDの製品は、ゲーム機をはじめ、
信頼性を求められる航空機など、幅広く採用
されている。このAMDが、満を持して投入
したのが、Ryzen™ モバイル・プロセッサー
である。基本性能では Core™ i7と同等、グ
ラフィック性能においては上回っている。編
集作業はもちろん、気軽にオンラインゲーム
を楽しみたい人におすすめだ。

今、話題の高性能プロセッサー
AMD Ryzen™ モバイル・プロセッサー

ゲームはもちろん、
画像や映像処理も快適！

ディスクが回転し、
ヘッドが左右に動
いて読み込みも書
き込みも大忙し !!

6コア

4コア

45.1秒

55.4秒

＊RAWファイル30枚をJPEGに現像、3回計測の平均

速い
6コアはもっと速い！

4コアは速い！

HDDを書棚、Optane™をサイドテーブルに例えると･･････

本をサイドテーブルに置いておけ
るので、同じ本を見る場合はいち
いち書棚に行く必要がなくて速い！

Optane™+HDDNS600/MAシリーズ対応機種

NX850/LAシリーズ、NS600/MAシリーズ、HZシリーズ、NMシリーズ

※機種により、形状は異なります。

対応機種

NX750/LAシリーズ、NS700・NS300/MAシリーズ、
DA970・DA500・DA770/MAB対応機種

＊3DMark 11 NEC調べ NS600（AMD Ryzen™ 7 2700U） NS700（Core™ i7-8550U）

2629 1762Graphics Score

4639 4872Physics Score

＊数値が高い方が高性能
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［インストールアプリについて］生産時期により、インストールされているアプリが変更となる場合があります。　［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。

＊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：本製品には
Microsoft Officeの32ビット版がインストールされています。ご利用になる
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。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。＊3：90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。＊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、著作権保護機能に対応することができます。＊8：NXシ
リーズ、DAシリーズのみ、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。なおNS700/MAシリーズは、4K動画の4K画質での再
生には対応しておりません。＊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：機
種により、設定できる項目は異なります。＊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：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-DU008C」が別途必要となりま
す。＊15：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。＊16：「LAVIEかんたん設定」に電源状況の
表示やバッテリ・ゲージのリセット機能を搭載しています。＊17：「LAVIEかんた
ん設定」に電源状況の表示機能を搭載しています。

■ Windows アプリ一覧

LAVIE Note LAVIE Hybrid LAVIE Note LAVIE Desk
NEXT Standard ZERO Mobile  All-in-one

N
X850/LA

シ
リ
ー
ズ

N
X750/LA

シ
リ
ー
ズ

N
S700/M

A

シ
リ
ー
ズ

N
S600/M

A

シ
リ
ー
ズ

N
S300/M

A

シ
リ
ー
ズ

N
S150/KA

シ
リ
ー
ズ

N
S100/K2W
HZ
750/LA

シ
リ
ー
ズ

HZ
550/LA

シ
リ
ー
ズ

HZ
500/LA

シ
リ
ー
ズ

N
M
550/M

A

シ
リ
ー
ズ

N
M
150/M

A

シ
リ
ー
ズ

D
A
970/M

A
B

D
A
500/M

A
B

D
A
770/M

A
B

D
A
370/M

A
B

基本OS
OS Windows 10 Home 64ビット＊１ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Microsoft Office 2019＊2 / Microsoft Office 2016＊2

文書を作成する
Microsoft Word 2019 ― ◎ ― ― ◎ ◎
Microsoft Word 2016 ◎ ― ◎ ◎ ― ―

表やグラフを作成する
Microsoft Excel 2019 ― ◎ ― ― ◎ ◎
Microsoft Excel 2016 ◎ ― ◎ ◎ ― ―

電子メールやスケジュールの管理をする
Microsoft Outlook 2019 ― ◎ ― ― ◎ ◎
Microsoft Outlook 2016 ◎ ― ◎ ◎ ― ―

プレゼンテーション用の資料を作成する
Microsoft PowerPoint 2019 ― ◎ ― ― ◎ ◎ ―
Microsoft PowerPoint 2016 ◎ ― ◎ ◎ ― ―

日常の生活やビジネスに役立つ 
テンプレートなどをご紹介する 楽しもう Office ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

インターネット

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

安心・便利
やりたいことからアプリを探す LAVIEアプリナビ ◆ ◎ ◎ ●＊13 ◎ ◎ ◎
お子様でも安心して利用できる 
Webページにすばやくアクセスする キッズメニュー ◆ ◎ ◎ ― ◎ ◎ ◎

コンピュータウイルスを検出、駆除する ウイルスバスター クラウド™（使用期間限定版）
＊3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

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 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 ©2018 Corel Corporation. 

All Rights Reserved. ◎ ◎ ― ― ― ◎
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 ◎＊14 ◎
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 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

AV関連
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 ― ― ◎ ― ― ― ◎ ― ◎
動画を編集する CyberLink PowerDirector BD with 4K for NEC ◎ ◎ ― ― ― ◎ ― ◎ ―

写真を編集・加工する
CyberLink PhotoDirector for NEC ◎ ◎ ― ― ― ◎ ― ◎ ―
CyberLink PhotoDirector Mobile ― ― ◎ ― ―

1枚の写真からアニメーションを作る Corel® PhotoMirage™ Express for NEC ©2018 Corel Corporation.
All Rights Reserved. ― ◎ ― ― ◎ ◎

音楽の再生や曲の管理をする Windows Media Player ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ハイレゾ音源の再生や曲の管理をする HiGrand Music Player ◎ ― ◎ ◎ ◎
BDXL/BD/DVD/CDに 
音楽やデータを保存する CyberLink Power2Go＊9 ◎ ◎ ◎＊15 ◎＊15 ◎

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 ◆ ― ― ― ― ◎ ― ◎

実用・趣味
様々な情報が集まる情報ポータル インフォボード ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
はがきをつくる 筆ぐるめ for NEC ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
大学生活お役立ちコンテンツを見る ペンペン ― ◎ ― ― ◎ ◎
情報をまとめて整理する
デジタルノートブック OneNote ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

学習
パソコンの基本操作を学ぶ パソコンのいろは ◆ ◎ ◎ ― ― ◎
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＊12 ◆ ◎ ◎ ― ◎ ◎ ◎
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 ◆ ―＊16 ― ◎ ―＊16 ―
バッテリを診断する バッテリ診断ツール ◆ ― ―＊17 ◎ ― ― ―
映像の画質を設定する 彩りの設定 ◆ ― ― ― ― ◎

◎：インストール済み　●：内蔵ストレージに格納済み（インストールしてご利用）　◆：NECサポートアプリ
◆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。



※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。　※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：NS150/KAシリーズ、NS100/K2Wを除く。

※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。　※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http://nec-lavie.jp/をご覧ください。　※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。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、P.30をご覧ください。　＊1: 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。DA370/MABはシングルチューナ搭載で、長時間録画は最大約10倍（ハイビジョン解像度）となります。　＊2：DA970・DA770/MABの
み。　＊3：DA970・DA770/MABのみ。BDXL(3層)で「セミファインロングモード」の場合。　＊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。　＊6：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。なお、パソコン、スマホ、タブレットには、DTCP-IP対応再生アプリ(無償／有償)のインストールが必要です。　＊7：放送中の番組を配信できるのは、DA970・DA770/MABのみ。

写真を簡単に思い通りの仕上がりにできる1
コンテンツ解析除去
写り込んでしまった人物や建物をおおまかになぞるだけで、簡単に除去できます。
背景も自然になじむように自動で修整されます。

コンテンツの移動
人物などを写真内の他の位置に移動できます。移動後の背景は周囲に合わせて、違和
感のないように自動で修整されます。

ビューティー機能
各種レタッチツールでプロ並みの仕上がりのポートレート写真を作成できます。
◯美肌補正　◯小顔・アイツール　◯スキントーン　◯ボディーシェイパー

「シネマグラフ」簡単作成
写真の一部だけが動いて、見る人に不思議な印象を与える「シネ
マグラフ」を作成可能。マウスを使って、画像を動かしたい方向と、
動かさずに固定したい範囲を指定するだけで、手持ちの写真の一
部をアニメーションのように動かせます。できあがった作品はSNS
などで共有してみんなで楽しめます。

CyberLink PhotoDirector

写真の一部だけをアニメーションにして楽しめる2
Corel® PhotoMirage™  Express

縦向き動画編集

クイック プロジェクト ビデオ コラージュ デザイナー

ビデオ コラージュ デザイナー
最大4つの動画を1つの画面に分割配置して、スタイリッシュな動画を作成できます。

縦向き動画編集
スマホなどの縦向きの動画の編集に対応。そのままSNSなどにアップロードすることもできます。

クイック プロジェクト
テンプレートを使って、数ステップでクオリティの高い動画を作成できます。

ムービーにアッと驚く効果をつけてもっと楽しめる3
CyberLink PowerDirector

録画番組の本編だけを続けて観られる！「見たいとこ再生」
録画番組の視聴時に、番組本編だけを続けて再生します。
※出荷時は無効に設定されています。番組によっては、正しく再生できない場合があります。

「おまかせ録画」は、ジャンルやキーワードから自動でどんどん録画。「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。

声の高さが変わらず、聞きとりやすい変速再生が可能。時間がないときでもお急ぎモー
ドを使えば、たまった連続ドラマの内容をチェックできるなど、便利に使えます。

お急ぎモードで視聴時間短縮！「きこえる変速再生」

新番組やシリーズ番組も自動で録画！多彩な録画機能

DA970・DA770/MABはダブルチューナ搭載で2番組同時録画に対応。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＊1。さらにBDXL™対応＊2で、ブルーレ
イディスクにフルハイビジョンで最大約141時間＊3保存可能です。

観たい番組が重なっても大丈夫！ハイビジョン長時間同時録画

番組を観やすく編集できる!
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、HDD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。

好きな場所で番組を楽しめる!
録画番組を保存してあるLAVIEが、離れたところにあっても大丈夫。録画した番組をDTCP-IP
対応テレビ、パソコン、スマホ、タブレットへ配信＊6したり、ムーブ（コピー）して視聴できます。

たまった連続ドラマ 英会話番組

フルハイビジョンで
最大約141時間＊3保存可能

じっくりモード
通常の0.5倍、0.7倍、0.9倍

（3段階）

お急ぎモード
通常の1.2倍～2.0倍

（5段階）

LAVIEから配信されるライブ放送＊7/録画番組を他の
パソコンやタブレット、スマホで楽しめる！

観 る1

録 る2

残 す3

離れて観る4

SmartVision

写真やムー
ビーをサッ

と編集、

思い出を感
動作品に!

LAVIEでで
きること

テレビ番組
をもっと

簡単・便利
に楽しめる

!

LAVIEでで
きること

（NXシリーズ、NS700/MAシリーズ、DA970・DA770/MABに搭載）

（DA500/MABを除くDAシリーズに搭載）

（NXシリーズ、NS700/MAシリーズ、
 DA970・DA770/MABに搭載）

（NSシリーズ＊1、NMシリーズ、DAシリーズに搭載）

編集前

編集後

修整前

それぞれの範囲を指定すると 写真の一部が動く！

修整後
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今まで使っていたパソコン 新しいLAVIE

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。

＊1：NS150/KAシリーズ、NS100/K2Wを除く。

引越しアプリの準備
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新しい
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。

◯親子で楽しみながら学習できる ◯8つのサンプルプログラムを提供 ◯オリジナルゲームを作って遊べる

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」

やりたいことからアプリを探せる「LAVIEアプリナビ」
※機種により、アプリ画面が異なります。

（DAシリーズに搭載）

お子様が安心してパソコンを
使うための設定方法がよくわかる

1

パソコンに不慣れな方でも大丈夫。お子様が安心してパソコンを利用できるサポート機能や、
設定手順、管理方法を、動画などでわかりやすくご紹介します。

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

1
あんしん設定ガイドファイナルパソコンデータ引越し

専用メニューからやりたいことをすぐにはじめられる2
お子様に安心してお使いいただけるWebサイトをセレクトして、ランチャーメニューに登録
しています。また、お子様がよく利用するWebサイトを追加登録することも可能です。

キッズメニュー

親子で一緒にプログラミングを楽しみながら学べる3
初心者でも楽しめる簡単プログラミング環境「スクラッチ」
のサンプルプログラムおよび解説書を搭載。解説を見ながら
プログラミングのやり方を学んだり、手を加えてオリジナル
のゲームを作って遊んだりできます。

就職活動に関する情報など、大学生活をより有意義なものにするタイムリーな
情報をお届けします。

スクラッチサンプルプログラム＆解説書

大学生活をより有意義なものにする情報が入手できる4
ペンペン ～大学生のための、情報発信サービス～

データや設定を新しいLAVIEに簡単引越し！
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。

使いたいアプリが、すぐ見つかる！
画面上の候補からやりたいことを選んでいくだけで、目的のアプリを探すことができます。

アプリ名を覚えなくてもアプリをすぐに使える2
LAVIEアプリナビ

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。

動画で操作方法をわかりやすく学べる3

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。

ワンタッチスタートボタン

（全機種に対応）LAVIE動画なび

ガイドで紹介しているサポート機能 パソコンの使用時間の
制限・管理

有害サイトの
ブロック

YouTube視聴制限付き
モードの設定

使えるアプリ・
ゲームの制限

買い替えた
ときも安心

して

新しいLAV
IEを使いこ

なせる！
LAVIEでで

きること

お子様や大
学生が楽し

く

パソコンを使
える機能や

メニュー、

プログラム
が充実！

LAVIEでで
きること

（NS100/K2Wを除く全機種に搭載）

（全機種に搭載）

（NS150/KAシリーズ、NS100/K2Wを除く全機種に搭載）

（NS150/KAシリーズ、NS100/K2Wを除く全機種に搭載）

（NS150/KAシリーズ、NS100/K2Wを除く全機種に搭載）

（NSシリーズ＊1、NMシリーズ、
 DAシリーズに搭載）
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・NECこだわりの品質検査フロー

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。

受け入れ検査設計品質検査

出荷検査生産時の品質チェック

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。

1 2

3 4

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。

PC購入直後

開発・生産時

PCの開発・生産から、ご購入、ご利用中、そして買い替えのときまで、
NECはPCライフのあらゆる場面でお客様をサポートいたします。

※本サービスパックは、家電量販店（一部法人・店舗を除く）の店頭にてご購入いただけます。
※復旧したデータを保存する媒体費用（3,000円/台）、機器などの送料はお客様負担となります。　
※本サービスパックご購入前に消失したデータの復旧は対象外となります。
※本サービスパックご購入後、30日以内に専用サイト（https://121ware.com/drssvc/）にて登録が必要です。

※本ページ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。

あらかじめ本サービスパックをご購入いただくことで、大切なデータを消失した際、データ復旧作業を
無料で行います。PC以外にも、スマホ・タブレット・USBメモリなどのデータ復旧に対応しています。

データ復旧あんしんサービスパック（ファミリー）1・3・5年版

■ 延長保証

■ 万が一のデータ消失に備える

121wareサービス＆サポートおよび121コンタクトセンターのサービスをご利用
いただくためには、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/

有 料

「安心保証サービス月額版」と「あんしん保証サービス（POSA）」の2つにご加入いただくと

5年版
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

5年版（21,000円）5年版（21,000円） 1年間延長1年間延長＊5＊5

延長保証にご加入いただくことによって、修理料金のご負担が少なくなるのはもちろん、
一日修理＊1の対象となり、すばやくご返却することが可能になります。

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、取り扱い不注
意による破損・損傷に対応する特別保証が付いています。例えば、落下や水こぼしなどの取り扱い不注意による
破損・損傷、落雷事故や水害事故などの天災による破損・損傷が、特別保証の対象となります。
※ご登録の際、お客様情報の登録（保有商品の登録）が必要です。 ※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
に起因する場合は保証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（http://121ware.com/ss/）でご確認ください。

※サービスの内容は、予告なく変更する場合があります。　＊1：修理拠点に修理品が到着後24時間以内に修理を行い、出荷作業を行います。お引き取り・お届けの配送にかかる日数は含まれておりません。ベストエフォート
による提供であり、一日以内の修理をお約束するものではありません。　＊2：PC購入日から6年後の応当月の末日、または対象商品の修理対応期間終了日のいずれか早い時点までとなります。　＊3：お申し込み月を1ヵ月目と
して12ヵ月目の月末までの最大1年間が無料となります。　＊4：一部取り扱いのない家電量販店・店舗もございます。　＊5：「安心保証サービス月額版」を、1年以内に解約された場合でも、保証期間を1年間延長いたします。
なお、「安心保証サービス月額版」を解約された場合、特別保証の修理限度額は10万円となります。

上記の保証以外に、「あんしん保証サービスパック」・「メーカー保証サービスパック」もご用意しています。詳しくは、ホームページ（http://121ware.com/ss/→「延長保証サービス」）でご確認ください。

有料／購入期限：PCお買い上げ日から60日以内
ご購入／ご加入方法：家電量販店＊4の店頭で「あんしん保証サービス」（POSAカード）をご購入いた
だき、サービスご購入後30日以内にホームページ（http://www.121ware.com/exwty/）にてご登録

あんしん保証サービス
（POSA）3・4・5年版

一括でお支払いいただくタイプ

ご利用料金：月額400円／購入期限：PCお買い上げ日から60日以内
ご購入／ご加入方法：ホームページ（http://121ware.com/anshin/）にてお申し込み安心保証サービス月額版

メーカー保証を最大6年間＊2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、取り扱い不注意による破損・損傷に対応する特別保証が付いてい
ます。例えば、落下や水こぼしなどの取り扱い不注意による破損・損傷、落雷事故や水害事故などの天災による破損・損傷が、特別保証の対象となります。
※お申し込みの際、お客様情報の登録（保有商品の登録）が必要です。　※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保証の対象外となります。

※LAVIE Directシリーズ、LAVIE Smartシリーズ、Android™タブレット、NEC Refreshed PCならびに中古で購入されたPC・タブレットは対象外となります。　
※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。また、お申し込みの際、ご本人名義のクレジットカードが必要です。

PCをご購入の方に、「安心保証サービス月額版」を最大1年間無料＊３でご提供。

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/

対象製品：2016年9月以降発売のLAVIE

安心保証
サービス

月額
版

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

1年間無料＊3

（4,800円相当）
月額400円（不要になれば、いつでも解約できます。）

1

2

例) 「安心保証サービス月額版」と「あんしん保証サービス（POSA）5年版」にご加入いただいた場合

あんしん
保証サービス

（POSA）

月々お支払いいただくタイプ

NECは「延長保証」で安心、長持ち！

「あんしん保証サービス（POSA）」の保証期間を1年延長！
さらに、特別保証の修理限度額が20万円に！

NECなら
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ご不要になったNEC製パソコン・ディスプレイをお引き取りいたします。

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

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。

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。

24時間
対応

OKWAVE社
連携

商品やサポートについて調べる

知りたいことを問い合わせる

PCの活用相談や他社製の周辺機器・アプリの相談もサポート

チャットサポートサービス
チャットサポートサービスで、使い方相談を承ります。
自動応答により、24時間相談可能です。もし、自動応答で問
題が解決できなかった場合は、オペレータが引き継いで対応
いたします。

http://121ware.com/support/chat/
※オペレータによる回答9：00～18：00（メンテナンス時を除く）

電話サポート（使い方相談）

24時間受付
（年中無休）電話サポート予約サービス

電話相談し放題サービス

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

リモートサポート
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PC画面を技術ス
タッフのPC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。 

故障品の梱包作業やお引き取りを無料で実施。

［修理に関するご注意］　※修理の内容によっては1週間以上の日数を要する場合があります。　※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。　※故障交換した部品のご返却はできません。
＊2：修理拠点に修理品が到着後24時間以内に修理を行い、出荷作業を行います。お引き取り・お届けの配送にかかる日数は含まれておりません。ベストエフォートによる提供であり、一日以内の修理をお約束するものではありません。

NECあんしんサービス便 送料無料 梱包無料宅配便
引取修理

迅速な修理で約1週間のお届け！
NECの延長保証をご契約の場合は、
一日修理＊2でさらに短期間でご返却！ Webからのお申し込みなら

24時間365日受付！集配は365日！

WordやExcel、他社製品の相談もできる月額料金制の電話サポート

月額700円

［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。　※お問い合わ
せの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、http://121ware.com/ss/ →「電話相談
し放題サービス」をご覧ください。

※サービス内容の詳細につきましては、http://121ware.com/ss/ →「パソコン全国出張
サービス」をご覧ください。

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。 

受付時間9：00～21：00

※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）。

※対象製品はhttp://121ware.com/navigate/support/121cc/product/をご覧ください。

※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。 

※Androidタブレットはリモートサポートの対象外となります。

NEC製パソコンの使い方に関するご質問にお
答えします。

24時間
対応

チャットサポートサービスで、故障診断を承ります。自動応答により、24時間診断可能です。

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

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

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！

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PC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。

0120-993-121
受付時間9：00～21：00（年中無休）

・Web上のマニュアルでキーワード検索など
 ができます。

・商品の仕様やアプリの情報を確認できます。

回収・リサイクル 受付時間9：00～17：00（土・日・祝日、および弊社休業日を除く）

お客様のNEC製パソコンを査定・買い取りいたします。

買い取りサービス 受付時間9：00～18：00（土・日・祝日、および弊社休業日を除く）

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

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

※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。

いままでご利用になられていたNEC製パソコンを買い取りまたは回収させていただきます。

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

故障品のお引き取り～お届けまでの
送料は無料！（NECが負担）

LAVIEなら、期間制限なく、ずっと無料でお答えします。

リモートサポート
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PC画面を技術スタッフのPC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。 

リフレッシュPCセンター 0120-977-919

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せていただき、操作方法をご説明。また、
必要に応じてリモートサポート（画面共有機能）を活用して操作方法をご案内いたします。 ＊1：お電話させていただく時間は、9:00～19:00となります。

0120-977-121固定電話からの
ご利用はこちら

121コンタクトセンター

121コンタクトセンター

0120-977-121固定電話からの
ご利用はこちら

24時間
対応 LINE

LINE

故障かどうか相談する/修理を申し込む

Web
24時間受付受付時間9：00～19：00

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

受付時間9：00～19：00
※フリーコールをご利用いただけない場合は、0570-000-121（ナビダイヤル）
または03-6670-6000へおかけください（通話料お客様負担)。

商品情報検索・マニュアル Q&Aコーナー Q&Aコミュニティ チャットサポートサービス

※オペレータによる回答9：00～18：00（メンテナンス時を除く）

テクニカルサポート（故障診断・修理受付）

パソコン全国出張サービス

PC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

円26,300
料金

バッテリが交換できないPCをお預かりして、新しいバッテリ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！

快適な使用環境を守る

http://121ware.com/ss/→「再セットアップ代行サービス」
http://121ware.com/ss/→「バッテリ交換サービス」

手間のかかる再セットアップ作業を代行！

※サービスのお申し込みは、121コンタクトセンターのテクニカルサポートにて承ります。

再セットアップ代行サービス バッテリ交換サービス

※P.28-P.29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。

LINEの場合は
友だちに追加して
ご利用ください

LINEの場合は
友だちに追加してご利用ください

NECは「使い方相談」が、ずっと無料！
PCご利用中

PC買い替え時

■ 使い方を知りたいときに ■ PCの故障、調子が悪いときに

お客様のPC画面 技術スタッフのPC画面
印が表示されるので、
どこを操作すれば
いいかがわかりやすい!

同じ画面を
表示

技術スタッフの
マーカー指示

121wareサービス＆サポートおよび121コンタクトセンターのサービスをご利用いただくためには、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/
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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（2018年12月現在）： HZシリーズ、NMシリーズ 

対象地域
（2018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に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本
方針（2018年2月閣議決定）」の「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。  http://www.gpn.jp/

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.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。

●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 PowerDirector BD with 4K for NEC」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、プロセッサー負荷などの
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」や「CyberLink 
PowerDirector BD with 4K for NEC」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 PowerDirector BD with 4K for 
NEC」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。

安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付のマニュアル（取扱説明書）の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電
などの原因となることがあります。本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。本カタログに掲載のノートPC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。バッテリパックは消耗品です。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。

■ 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。
●BS・110度CSデジタル放送による4K・8K放送の受信機能は搭載していません。

［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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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。

32 33
http://nec-lavie.jp/

■LAVIE デスクトップPC 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：本機で
著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接
続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接
続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC（Consumer 
Electronics Control）には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨し
ます。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描
画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイや
TVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによって
は正しく表示されない場合があります。＊10：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。＊11：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。＊12：1GB
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。＊13：お客様のデータの保存用

には使用できません。＊14：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。＊15：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、プロセッ
サー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。＊16：FR-Port™は
ヤマハ特許の低音再生技術です。＊17：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。＊18：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。＊19：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。＊20：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。＊21：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）。＊22：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。＊23：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。＊24：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）。＊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：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）。＊27：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。

＊28：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。＊29：ACアダプタに接続している場合のみ使え
ます。＊30：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。＊31：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。すべての外部機器との動作確
認はしておりません。＊32：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。＊33：高速転送規格「UHS-I」および
「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および、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。＊34：「マルチメディアカード
（MMC）」はご利用できません。＊35：「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）および「SDIOカード」に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。＊36：平均値。質量は記載の値と異なる場合があり
ます。＊37：主な付属品を含みません。＊38：乾電池の質量は含まれておりません。＊39：標準
添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊40：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。＊41：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。＊42：マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。

型番 品名 対応機種 希望小売価格

PC-AC-ME071C 16GB SODIMM（DDR4）
PC4-21300 メモリ

NX850/LAシリーズ
オープン価格

DAシリーズ＊

PC-AC-ME070C 8GB SODIMM（DDR4）
PC4-21300 メモリ

NX850/LAシリーズ
オープン価格

DAシリーズ＊

PC-AC-ME069C 16GB SODIMM（DDR4） 
PC4-19200 メモリ NX750/LAシリーズ オープン価格

PC-AC-ME067C 8GB SODIMM（DDR4） 
PC4-19200 メモリ NX750/LAシリーズ オープン価格

型番 品名 対応機種 希望小売価格（税抜） 質量 備考

PC-VP-WP138 ACアダプタ NX850/LAシリーズ 10,000円 約360g
（電源コード除く） 標準添付品と同等

PC-VP-BP103 ACアダプタ
NX750/LAシリーズ

10,000円 約240g
（電源コード除く）

HZ750・HZ550/LA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。 
NX750/LAシリーズ標準添付品と同等HZシリーズ

PC-VP-BP124 ACアダプタ NSシリーズ 8,800円 約170g 標準添付品と同等

PC-VP-BP98 ACアダプタ HZシリーズ 10,000円 約192g 
（電源コード除く） 標準添付品と同等

PC-VP-BP122 ACアダプタ NMシリーズ 10,000円 約187g 
（電源コード除く） 標準添付品と同等

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

増設後のメインメモリ容量 8GB 12GB 20GB

価格（税抜） 17,800円 22,800円 33,800円

増設後のメインメモリ容量 8GB

価格（税抜） 17,800円 

＊DA970・DA500・DA770/MABに装着時はPC4-19200、DA370/MABに装着時はPC4-17000で動作します。

オプション オプションのご購入にあたっては最寄りの販売店、またはNEC Directにご用命ください。

下記の製品では、製品をお預かりしてメインメモリを増設するサービスをご用意しています。

電話または電子メールにて、下記までお申し込みをお願いいたします。

電話番号： 0120-799-030（通話料無料）／メールアドレス： STC@necp.co.jp
営業時間：月～金 9：00～18：00（土日・祝日および当社指定日を除く）　電子メールは365日24時間（当社システムメンテナンス日を除く）受付
※メールでお申し込みされる際は、下記ホームページに掲載されています「電子メールお申し込み用テンプレートテキストファイル」をご利用ください。
※記載内容は、2018年12月1日現在の情報です。最新・詳細情報は、ホームページ（http://121ware.com/navigate/support/ssdzousetsu/）をご覧ください。

■ 対象製品と料金 
※メインメモリの最大容量は、
機種により異なります。
詳しくは、P.34-P.35をご覧ください。

NS700/MAシリーズ、NS600/MAシリーズ、NS300/MAシリーズ

NS150/KAシリーズ、NS100/K2W

お申し込み方法

メインメモリ
増設サービス

サービス問い合わせセンター

増設メモリ

ACアダプタ

その他のオプション

■商標について　IntelとIntelのロゴ、インテル、Intel Optaneは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です。AMD、AMD Arrowロゴならびにその組み合わせ、および、商標情報
（Trademark Information)のページに掲載されたその他の商標（但しこれらに限定されません）は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。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。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および、PhotoMirageは、カナダ、アメリカ合衆国および／またはその他の国のCorel Corporationおよび／またはその関連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。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 ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。Twitterという名称、
Twitter バードは、Twitter,Inc.の登録商標です。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。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。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。

※本ページに記載の価格は、2018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。

LAVIE Desk All-in-one
型名
型番

DA970/MAB
PC-DA970MAB

DA500/MAB
PC-DA500MAB

DA770/MAB
PC-DA770MAB

DA370/MAB
PC-DA370MAB

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

プロセッサー 第8世代 インテル® Core™ i7-8565U  
プロセッサー 

第8世代 インテル® Core™ i5-8265U  
プロセッサー 

第8世代 インテル® Core™ i7-8565U  
プロセッサー 

インテル® Celeron® プロセッサー 
4205U

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4.60GHz）

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3.90GHz）

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4.60GHz） 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 6MB 8MB 2MB

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、PC4-19200対応、デュアルチャネル
対応可能）／32GB＊5＊6

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］ 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 27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） 23.8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 598（W）×336（H）mm／0.311mm 527（W）×296（H）mm／0.274mm

表示色 
（解像度）
＊7

内蔵ディスプレイ 最大1677万色＊8/1920×1080ドット
別売の外付けディスプレイ
接続時（HDMI接続時）＊9 最大1677万色/3840×2160ドット＊10 ―

グラフィックスプロセッサ（プロセッサーに内蔵）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 610
グラフィックスメモリ＊11（メインメモリと共用） 約4GB 約2GB 約4GB 約2GB

ストレージ

HDD＊12
HDD 約3TB（Serial ATA、
5400回転/分）＋約16GB 
インテル® Optane™ メモリー＊13

HDD 約1TB（Serial ATA、
7200回転/分）＋約16GB 
インテル® Optane™ メモリー＊13

HDD 約3TB（Serial ATA、
5400回転/分）＋約16GB 
インテル® Optane™ メモリー＊13

HDD 約1TB
（Serial ATA、7200回転/分）

Windows
システムから認識
される容量＊14

Cドライブ／
空き容量 約2793GB／約2746GB 約930GB／約890GB 約2793GB／約2746GB 約930GB／約889GB

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）＊15

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）＊15

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＊16）

ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵［3W+3W（FR-Port™方式搭載＊16）］

音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊17、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.4.2）
11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN 
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.2）

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）＊18＊19

―
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）＊18＊19

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）＊18＊19

入力装置

キーボード ワイヤレスキーボード＊20＊21＊22

［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 ワイヤレス BlueLEDマウス＊20＊22＊23＊24（横チルト機能付き＊25）
リモコン 無線リモコン＊22＊26 ― 無線リモコン＊22＊26

ボタン 明るさ調節ボタン、画面消灯ボタン、 
音声起動On/Offボタン、入力切替ボタン

明るさ調節ボタン、画面消灯ボタン、 
音声起動On/Offボタン 明るさ調節ボタン、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／4マイクアレイ内蔵 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-A）×2＊27、USB 3.0×3＊28（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊29＊30） USB 3.0×3＊28（内1ポートはパワーオフ
USB充電機能付き＊29＊30）、USB 2.0×2

通信・映像・サウンド関連

LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1
［1080p/1080i/720p/480p］＊31、
HDMI出力端子×1＊9、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）＊32

LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊9、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）＊32

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）＊32

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＊33＊34＊35

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

― 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）

615.4（W）×189.0（D）×393.3／419.6（H）mm
　（ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時／カメラ利用時） 
615.4（W）×192.0（D）×392.2／413.9（H）mm
　（ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時／カメラ利用時）

541.4（W）×188.6（D）×364.9／391.7（H）mm
　（ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時／カメラ利用時） 
541.4（W）×190.9（D）×364.5／386.4（H）mm
　（ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時／カメラ利用時）

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 ― 50（W）×220（D）×13.6～26（H）mm

質量
本体＊36＊37 約11.2kg 約10.9kg 約9.4kg 約9.1kg
キーボード／マウス／リモコン 約660g＊38／約62g＊38／約120g＊38 約660g＊38／約62g＊38／― 約660g＊38／約62g＊38／約120g＊38

電源＊39 AC100～240V±10%、50/60Hz
消費電力 標準時＊40／最大時／スリープ時 約40W／約90W／約4.7W 約36W／約90W／約1.6W 約36W／約90W／約1.1W 約33W／約65W／約1W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊41 T区分 0.061（AA） T区分 0.056（AAA） T区分 0.043（AAA） T区分 0.073（AA）
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他のアプリは 
P.21をご覧ください） Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Personal 2019

主な添付品
マニュアル＊42、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＊42、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

マニュアル＊42、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



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 ノートPC 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/LAシリーズ
PC-NX850LAシリーズ

NX750/LAシリーズ
PC-NX750LAシリーズ

NS700/MAシリーズ
PC-NS700MAシリーズ

NS600/MAシリーズ
PC-NS600MAシリーズ

NS300/MAシリーズ
PC-NS300MAシリーズ

NS150/KAシリーズ
PC-NS150KAシリーズ

NS100/K2W
PC-NS100K2W

HZ750/LAシリーズ
PC-HZ750LAシリーズ

HZ550/LAシリーズ
PC-HZ550LAシリーズ

HZ500/LAシリーズ
PC-HZ500LAシリーズ

NM550/MAシリーズ
PC-NM550MAシリーズ

NM150/MAシリーズ
PC-NM150MA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

プロセッサー 第8世代 インテル® Core™ 
i7-8750H プロセッサー

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™ 
i7-8550U プロセッサー

AMD Ryzen™ 7 2700U 
プロセッサー

第7世代 インテル® Core™  
i3-7020U プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー N4000 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™  
i5-8200Y プロセッサー

インテル® Celeron®  
プロセッサー 3965Y

動作周波数
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4.10GHz）

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（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）

2.20GHz（最大ブースト・
クロック:3.80GHz） 2.30GHz 1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジーに対応：最大

2.60GHz）
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）

1.30GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に
対応：最大3.90GHz）

1.50GHz

コア数／スレッド数
6コア／12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）

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
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）

2コア／2スレッド

キャッシュメモリ 9MB 8MB 8MB 6MB 3MB 4MB 8MB 6MB 4MB 2MB

メイン
メモリ＊2

標準容量／最大容量
8GB（DDR4 SDRAM/
SO-DIMM 4GB×2、 
PC4-21300対応、デュアル
チャネル対応）／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

8GB（DDR4 SDRAM/
オンボード 4GB＋SO-DIMM 
4GB、PC4-17000対応、デュアル
チャネル対応）／20GB＊6＊7

4GB（DDR4 SDRAM/
オンボード 4GB、PC4-19200
対応、デュアルチャネル対応
可能）／12GB＊6＊7

4GB（DDR4 SDRAM/
オンボード 4GB、PC4-17000
対応、デュアルチャネル対応
可能）／20GB＊6＊7

4GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、
PC4-19200対応）／8GB＊7

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

4GB（LPDDR3 SDRAM/
オンボード 4GB）／4GB＊8

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

4GB（LPDDR3 SDRAM/
オンボード 4GB）／4GB＊8

スロット数 SO-DIMMスロット×2［空き：0］ ― ― ―

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液晶
（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）＊9

内蔵ディスプレイ 最大1677万色＊10/1920×1080ドット 最大1677万色＊10/
1920×1080ドット 最大1677万色＊10/1366×768ドット 最大1677万色＊10/1920×1080ドット 最大1677万色＊10/1920×1080ドット

別売の外付けディスプレイ
接続時（HDMI接続時）＊11 最大1677万色/3840×2160ドット＊12 最大1677万色/1920×1080ドット 最大1677万色/3840×2160ドット＊12 最大1677万色/3840×2160ドット＊12

グラフィックスプロセッサ
（プロセッサーに内蔵）

インテル® UHD グラフィックス 
630

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

Radeon™ RX Vega 10 
グラフィックス 

インテル® HD 
グラフィックス 620 インテル® UHD グラフィックス 600 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 615
インテル® HD 
グラフィックス 615

グラフィックスメモリ＊13

（メインメモリと共用） 約4GB 約4GB 約2GB 約4GB 約2GB 約4GB 約2GB

ストレージ

SSD／HDD＊14
SSD 約128GB（PCIe）＋ 
HDD 約1TB（Serial ATA、 
5400回転/分）＊15

HDD 約1TB（Serial ATA、
5400回転/分）＋約16GB 
インテル® Optane™ メモリー＊16

HDD 約1TB（Serial ATA、 
5400回転/分）+約16GB  
インテル® Optane™ メモリー＊16

SSD 約256GB（Serial ATA）
HDD 約1TB（Serial ATA、 
5400回転/分）+約16GB  
インテル® Optane™ メモリー＊16

HDD 約1TB（Serial ATA、 
5400回転/分）

HDD 約500GB
（Serial ATA、5400回転/分） SSD 約512GB（PCIe） SSD 約256GB（Serial ATA）SSD 約128GB（Serial ATA）SSD 約256GB（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71GB 約930GB／約883GB 約930GB／約876GB 約237GB／約179GB 約930GB／約880GB 約930GB／約888GB 約464GB／約424GB 約475GB／約435GB 約237GB／約196GB 約117GB／約79GB 約237GB／約197GB 約237GB／約199GB

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 ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵
［2W＋2W（FR-Port™方式搭載＊21）］

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＊22、
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、Dolby Audio機能搭載＊23 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊22、

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＊22、
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.4.2）

11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.2）

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）

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.2）

11ac（1.73Gbps）対応
ワイヤレスLAN（IEEE802.11 
ac/a/b/g/n準拠）／Bluetooth® 
Smart Ready（Ver.5）

11ac（433Mbps）対応
ワイヤレスLAN（IEEE802.11 
ac/a/b/g/n準拠）／Bluetooth® 
Smart Ready（Ver.4.2）

入力
装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ18.7mm＊24、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19mm＊24、キーストローク1.5mm）、JIS標準配列（104キー、テンキー付き       （電源ボタン除く）） 本体一体型（キーピッチ18mm＊24、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18.7mm＊24、
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＊25＊26＊27＊28（横チルト機能付き＊29） Bluetooth® BlueLEDマウス＊25＊26＊27＊28（横チルト機能付き＊29） ― ― ―

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）＊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パッド＊29 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NXパッド）＊29 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）＊29

タッチパネル ― ― タッチパネル（静電容量方式）、10点マルチタッチ対応 ―
ボタン ― ― 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／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 3.0×2＊33、USB 3.0（Type-C）×1＊30＊33 USB 3.0×1＊33、USB 2.0×1 USB 3.0×2＊33（内1ポートはパワーオフ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）、USB 3.0（Type-C）×1＊30＊33（USB Power Delivery
対応、ACアダプタの接続ポートを兼用）

通信・映像・サウンド関連 HDMI出力端子×1＊11、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＊11、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＊11、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＊11、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＊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＊41＊42

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）×24.6（H）mm 361（W）×243（D）×23.9（H）mm 378（W）×260（D）×22.9（H）mm 305（W）×205（D）×16.9（H）mm 289（W）×196（D）×17.0（H）mm

質量
本体（内蔵バッテリパック含む）＊43＊44 約2.4kg＊45 約2.3kg＊45 約2.2kg＊45 約831g＊45 約769g＊45 約910g＊45 約908g＊45

その他 マウス：約62g＊46　
ACアダプタ：約360g＊47

マウス：約62g＊46　

ACアダプタ：約240g＊47 マウス：約62g＊46　ACアダプタ：約170g ACアダプタ：約170g ACアダプタ：約192g＊47 ACアダプタ：約187g＊47

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約5.9時間＊48 約5.4時間＊48 約5.2時間＊48 約6.3時間＊48 約5.3時間＊48 約7.3時間＊48 約7.0時間＊48 約10.8時間＊48 約7.0時間＊48 約11.5時間＊48 約11.7時間＊48

バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約4.5時間／約4.5時間＊49 約2.7時間／約2.7時間＊49 約2.8時間／約2.8時間＊49 約2.7時間／約2.7時間＊49 約3.4時間／約3.4時間＊49 約3.5時間／約3.0時間＊49 約3.0時間／約2.5時間＊49 約3.4時間／約3.2時間＊49

電源＊50 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ
（AC100～240V±10%、50/60Hz）＊51 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）＊51 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ

（AC100～240V±10%、50/60Hz）＊51

消費
電力 標準時＊52／最大時／スリープ時 約12W／約90W／約0.4W 約11W／約65W／約0.4W 約9.5W／約45W／約0.3W 約6.7W／約45W／約0.3W 約7.4W／約45W／約0.2W 約5.9W／約45W／約0.2W 約6.1W／約45W／約0.2W 約5.9W／約45W／約0.5W 約4.9W／約45W／約0.3W 約4.8W／約45W／約0.3W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊53 ―＊54 M区分 0.032（AAA） M区分 0.029（AAA） ―＊54 M区分 0.033（AAA） N区分 0.31（A） N区分 0.33（A） N区分 0.013（AAA） N区分 0.015（AAA） R区分 0.015（AAA） N区分 0.023（AAA） R区分 0.019（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
他のアプリはP.21をご覧ください） Microsoft Office Home & Business 2016 Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Home & Business 2016 Microsoft Office Home & Business 2016 Microsoft Office Home & Business 2019

主な添付品 マニュアル＊55、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＊55、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＊55、 

ACアダプタ、保証書 マニュアル＊55、ACアダプタ、保証書 マニュアル＊55、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：メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。＊8：
メモリの交換、増設はできません。＊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、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、ディザリング機能
により実現します。＊11：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。＊12：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。＊13：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。＊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：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。＊16：お
客様のデータ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/LA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、プロセッサー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（USB 2.0接続）
［DVD-R/+R 2層書込み］ ＊21：FR-Port™はヤマハ特許の低音再生技術です。＊22：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。＊23：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機
器で利用できます。＊24：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）。＊25：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。＊26：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。＊27：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。＊28：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）。＊29：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。＊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」および「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および、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：「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）に対応しておりませ
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。＊41：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および、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。＊42：「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）および「SDIOカード」に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。
＊43：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。＊44：主な付属品を含みません。＊45：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。＊46：乾電池の質量は含まれておりません。＊47：電源コー
ドの質量は含まれておりません。＊48：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。＊49：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。＊50：パソコン
本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。＊51：標準添付されている電源コードはAC100V用（日
本仕様）です。＊52：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。＊53：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。＊54：本製品は省エネ法の対象外です。＊55：マニュアルの
一部はWeb参照が必要になります。
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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

DA970/MAB DA500/MAB DA770/MAB DA370/MAB

ラインアップ

質量＊5

電源＊6

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＊8

消費電力 標準時＊7／最大時

P.14

Microsoft Office Home & Business 2019 　Microsoft Office Personal
2019

内蔵ストレージ
HDD 約3TB

+
インテル® Optane™ メモリー＊1 約16GB

HDD 約1TB
+

インテル® Optane™ メモリー＊1 約16GB
HDD 約3TB

+
インテル® Optane™ メモリー＊1 約16GB

HDD 約1TB

Celeron® 4205U
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）

メモリ
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］

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）

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）

　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＊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

23.8型ワイド フル　  HD（狭額縁）27型ワイド フルＨＤ（狭額縁）

ー

ー

1920×1080ドット

Windows 10 Home

約4317時間
（セミファインロング）＊3

約4317時間
（セミファインロング）＊3

約852時間
（セミファインロング）＊3

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

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

約40W／約90W 約36W／約90W 約33W／約65W

615.4(W)×189.0(D)×393.3／419.6(H)mm 
(ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時／カメラ利用時）

541.4(W)×188.6(D)×364.9      ／391.7(H)mm
(ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納     時／カメラ利用時）

AC100～240V±10%、50/60Hz

約10.9kg 約9.1kg約11.2kg 約9.4kg

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

＊4

第8世代  Core™ i7-8565U
1.80GHz（最大4.60GHz）［4コア/8スレッド］

第8世代 Core™ i5-8265U
1.60GHz（最大3.90GHz）［4コア/8スレッド］

第8世代  Core™ i7-8565U
1.80GHz（最大4.60GHz）［4コア/8スレッド］

HD対応 92万画素

USB 3.1×2、USB 3.0×3、HDMI出力×1USB 3.1×2、USB 3.0×3
HDMI入力×1、HDMI出力×1 USB 3.0×3、USB 2.0×2

SDメモリーカードスロット

T区分 0.061（AA） T区分 0.056（AAA） T区分 0.043（AAA） T区分 0.073（AA）

＊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。

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！

高速通信を可能にするハイパワーシステムや、安定した通信を
可能にするバンドステアリングなど、数々の先進技術を搭載。

11ac対応の高性能モデルやシンプルでお手頃なモデル、LTEに
対応したモバイルルータなど、目的やシーンに合わせたさまざま
なモデルをご用意。

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！

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

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/

Aterm Station
http://nec-lavie.jp/aterm/

Atermの最新情報がいち早く入手できます。

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/

選ばれる理由が、そこにある。

高速で安定したネット環境をより身近に！

シーンに合わせた豊富なラインアップ！

詳しくはこちら

※ 写真は、Aterm WG2600HP3です。

＊1：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。　＊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://nec-lavie.jp/products/common/dtv/）　　　 で事前にご確認ください。また、4K・8K放送の受信には対応していません。　＊3：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。　＊4：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。　＊5：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊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。

※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。
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：DA970/MAB→型番：PC-DA970MAB

パッと起動&ずっとサポート! デスクトップPCライン  アップ

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※4の約80％を
クラウドに移行

※4 ウイルス対策
機能の重さの原因
＝パターンファイル

選ばれて、No.1。※3
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。
※3 BCNランキング シリーズ別にてトレンドマイクロで集計（2017年1月～12月）

Copyright Ⓒ 2018 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2018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。

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー

※1 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)。　※2 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
※2

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。
●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」のサポートサービスが、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］※1

本カタログに掲載のLAVIEには
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質量＊4

ワイヤレス機能

電源

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

メモリ

プロセッサー

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 インディゴブルー パールブラック メタリックピンクパールホワイトフレアゴールドグレイスブラックシルバー プラチナホワイト クレストゴールド

HZ750/LAB
HZ750/LAL
HZ750/LAG

HZ550/LAB
HZ550/LAL
HZ550/LAG

HZ500/LAB
HZ500/LAL
HZ500/LAG

P.10 P.12P.04 P.08

NM150/MAB
NM150/MAW
NM150/MAG

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 マニュアル、ACアダプタ、保証書

約5.9W／約45W

リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ＊6

（AC100～240V±10%、50/60Hz）

約7.0時間 約11.5時間 約11.7時間

約769g

約10.8時間

約831g 約908g約910g

305（W）×205（D）×16.9（H）mm 289（W）×196（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）
（最大4GB）

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］

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 2019

Windows 10 Home

広視野角（IPS）・ノングレア

Microsoft Office
Home ＆ Business 2016

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8世代
Core™ i7-8750H
2.20GHz（最大4.10GHz）
[6コア/12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™ i5-8200Y
1.30GHz（最大3.90GHz）
［2コア/4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]

AMD
Ryzen™ 7 2700U
2.20GHz(最大3.80GHz)
[4コア/8スレッド]

第7世代 
Core™
i3-7020U
2.30GHz

[2コア/4スレッド]

Celeron® N4000
1.10GHz（最大2.60GHz）
[2コア/2スレッド]

Celeron® 3965Y
1.50GHz

［2コア/2スレッド］

4GB8GB（オンボード 4GB＋4GB）
デュアルチャネル対応8GB（4GB×2）

デュアルチャネル対応（最大32GB）
［空きスロット：0］

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ2W＋2W（FR-Port™方式）]

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

Dolby　　 Audio

タッチパネルー

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）
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7.4W
／約45W

約6.1W
／約45W

約5.9W
／約45W約6.7W／約45W約9.5W／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＊6

（AC100～240V±10%、50/60Hz）
リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ＊6

（AC100～240V±10%、50/60Hz） 

約5.2時間約5.9時間 約5.4時間 約6.3時間 約7.0時間約7.3時間約5.3時間

約2.3kg約2.4kg 約2.2kg

361（W）×243（D）×24.6（H）mm 361（W）×243（D）×23.9（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(Type-C)×1、USB 3.0×2、HDMI出力×1 USB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0×2、HDMI出力×1USB 3.0×1、USB 2.0×1
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 3.0×2、HDMI出力×1

HD対応 92万画素 HD対応 92万画素

378(W)×260(D)×　　22.9(H)mm

約12W／約90W 約11W／約65W

M区分 0.029
(AAA)M区分 0.032(AAA) N区分 0.013

（AAA）
N区分 0.015
（AAA）

R区分 0.015
（AAA）

約4.8W／約45W約4.9W／約45W

R区分 0.019
（AAA）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

カームブラック カームレッド

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 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

NX850/LAB
NX850/LAW
NX850/LAG

NX750/LAB
NX750/LAW
NX750/LAG

NS700/MAB
NS700/MAW
NS700/MAR

NS600/MAB
NS600/MAW
NS600/MAR

NS300/MAB
NS300/MAW
NS300/MAR

カームホワイト カームホワイト

NS150/KAB
NS150/KAW
NS150/KAR

NS100/K2W

指紋センサ
（Windows Hello対応）

メインメモリ増設サービス＊1利用時
（最大20GB）

メインメモリ増設サービス＊1利用時
（最大8GB）

4GB（オンボード）
　デュアルチャネル対応可能
メインメモリ増設サービス＊1利用時

（最大12GB）

4GB（オンボード）
　デュアルチャネル対応可能
メインメモリ増設サービス＊1
利用時（最大20GB）

M区分 0.033
(AAA)

N区分 0.31
(A)

N区分 0.33
(A)

ー

Microsoft Office Home ＆ Business 2016Microsoft Office Home ＆ Business 2016 Microsoft Office Home ＆ Business     2019

NM550/MAB
NM550/MAW
NM550/MAG

内蔵ストレージ HDD 約500GB SSD 約256GBSSD 約512GB
（PCIe） SSD 約128GBSSD 約128GB（PCIe）

＋
HDD 約1TB＊2 SSD 約256GBHDD 約1TBSSD 約256GB

HDD 約1TB
＋

インテル® Optane™
メモリー＊3 約16GB

HDD 約1TB
＋

インテル® Optane™
メモリー＊3 約16GB

HDD 約1TB
＋

インテル® Optane™
メモリー＊3 約16GB

パ
ッ
と
起
動
ポ
イ
ン
ト

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/LAB→型番：PC-NX850LAB

＊1：製品ご購入後に、お客さまの製品をお預かりして、メインメモリを増設するサービス（有償）です。　＊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：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。　＊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。

パッと起動&ずっとサポート! ノートPCラインアップ

N区分 0.023
（AAA）
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このカタログの記載内容は2018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.1217 19010500ADDN

※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。

Expect more from a new computer.

GfK Japan Certified 2017

 

BCN AWARD 2018

2017年 日本で一番選ばれたPCメーカー 国内販売No.1 

2017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（14年連続）・ノートPC部門（7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

ノートPC部門（7年連続）

より認定


