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2018年 日本で一番選ばれたPCメーカー 国内販売No.1 

2018年 年間販売数量 シェアNo.1
2018年（1月～12月）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・ノートPC BCN AWARD 2019
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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
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02 03New Tech. New Expectations.

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 。

高性能プロセッサー 安心を支えるサポートSSD/インテル® Optane™ メモリー

高性能プロセッサー＆
SSD / インテル ® Optane™ メモリー搭載

使い方相談が 、ずっと無料

6コア「第9世代 インテル® Core™ i7-
9750H」や、描 画 性 能 に 優 れ た「AMD 
Ryzen™ 7 3750H」など の 高 性 能プロ
セッサーを搭載。

衝撃にも強く、高速起動可能な「SSD」や、
大容量保存と高速起動を両立した「イン
テル® Optane™ メモリー」を採用。

ご購入時期にかかわらず、無料で使い方
相談をご提供。さらに、長期間安心してお
使いいただけるよう、さまざ まな 保 証
サービスをご用意しています。
詳しくは▶ P.29 へ

性能をワイドに選べる
スタンダードスリムPC
▶ P.08

大画面＆高音質の
一体型デスクトップPC
▶ P.18

12.5型ワイド
コンパクトモバイルPC
▶ P.14

お子さまでも使いやすい
2 in 1モバイルPC
▶ P.16

モバイルA4ノート デスクトップ

家じゅうどこでも使える
ホームモバイルPC
▶ P.10

軽さと速さを兼ね備えた
高性能モバイルPC
▶ P.12

速さと美しさ。究極を目指した
クリエイターPC
▶ P.04

LV HM
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LV950
LV750
LV650

15.6型ワイド

アルマイトネイビー
LV750/RAL
LV650/RAL

アルマイトシルバー
LV750/RAS
LV650/RAS

※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。

LV950/RAL

耐衝撃性にすぐれた「Gorilla®Glass 6」を天板に
採用。さらに鏡面加工を施すことで、高級感を演出
しています。また、中央のロゴはCortanaと連動し
て光ります（スマートライト機能＊3）。

デザイン性と堅牢性を両立させた
「プレミアムミラーガラス天板」＊2

高速アクセス可能な「SSD」に加えて、よく使うアプリやデータを
キャッシュし、さらなる高速化を実現する「インテル® Optane™ 
メモリー」を搭載。使いたい時にすぐに始めることができます。

OSやアプリを高速で起動できる
「Intel®  Optane™ Memory H10 with Solid State Storage」＊1

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
な音質に調整する「ヤマハ製 AudioEngine™」を搭載。映像
や音楽を迫力あるサウンドで楽しめます。

高音質で楽しめる
「YAMAHAサウンド」

6コア/12スレッドで、時間のかかる編集作業もすばやく行えま
す。また、すぐれた冷却性能を誇る「デュアルファン冷却システ
ム」を採用。プロセッサー本来の性能を発揮できます。

圧倒的な処理性能を誇る
「インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー」＊1

スリープからでもスマホのようにすぐに使える
モダンスタンバイ
高速データ転送や映像出力に対応した
Thunderbolt™ 3（LV950/RAL、LV750/RAシリーズ）

超高速通信を実現した次世代無線LAN規格
Wi-Fi 6（11ax）（LV950/RAL、LV750/RAシリーズ）

画面を閉じた状態でも音楽再生や
最新ニュースの確認ができる音声認識機能

※機能によっては、使用にあたりインターネット接続環境と各種アップデートが必要な場合があります。　※インテル® Optane™ メモリーはお客さまのデータなどの保存用には使用できません。　＊1：LV950/RAL、LV750/RAシ
リーズに搭載。　＊2：LV950/RALに採用。　＊3：OSのアップデートにより、スマートライトの動作は変更になる場合があります。　

Windows 10 Home

第9世代
 Core™ i7-9750H

（2.60GHz/最大4.50GHz）

15.6型ワイド
スーパーシャインビュー
LED IPS液晶（フルHD）

15.6型ワイド
スーパーシャインビュー

有機EL
（広視野角） 

(Ultra HD 4K)

8GB

16GB

SSD 約512GB（PCIe）

LV950/RAL

LV750/RA
シリーズ

LV650/RA
シリーズ

型名 ディスプレイ メモリ 内蔵ストレージ 無線通信機能 オフィスアプリ

Microsoft
Office

Home & Business 
2019

基本OS プロセッサー

AMD Ryzen™ 7 3750H
（2.30GHz/最大4.00GHz）

第9世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサー搭載
LV950/RAL、LV750/RAシリーズ

AMD Ryzen™ 7 3750H
LV650/RAシリーズ

Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応
IEEE802.11

ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth®

（             ）

Wi-Fi 5(867Mbps)対応
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

（           ）

SSD 約1TB（PCIe）+　 　 　 　 　　    　　インテル® Optane™ メモリー

SSD 約512GB（PCIe）+
インテル® Optane™ メモリー

アルマイトネイビー
 プレミアムミラー
 ガラス天板
LV950/RAL

（             ）
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写真の整理や補正はLightroomで手軽に。高度
な編集はPhotoshopで思いのままに仕上げる
ことができます。

「Adobe Creative Cloud フォトプラン」で利用できるアプリ
整理、編集した写真を保存して、PC・スマート
フォン・タブレットなど、どのデバイスからでも
閲覧できます。

20GB ストレージのクラウドサービス

打ちやすくいつまでも美しい
「こだわりのキーボード」
1.7mmのキーストロークと、指にフィットしやすい形状の
キートップを採用することで快適な入力を実現。また、
「プレミアムUVコーティング剤」を塗布することで、
指紋の付着や印字の摩耗を防ぎます。

ショートカットを簡単に利用できる
「プロキー」
キーボード左側に、ショートカット専用のキーを配置。
よく使うショートカット機能を割り当てることで、ボタン
1つで効率よく作業できます。
※Windowsのショートカットに加え、Word、Excel、PowerPoint、
Lightroom、Lightroom Classicの5つのアプリのショートカットに対応。

3本指での操作で、起動中のアプリ一覧やデスクトップ
画面を表示するなどのジェスチャー機能に対応。また、
タッチパッドの表面にガラス素材を採用することで
滑らかな指触りで快適に操作できます。

ジェスチャー機能に対応した
「高精度タッチパッド」

PhotoshopLightroom
Classic

Lightroom

デスクトップでもモバイルでも写真を簡単に編集、整理、保存、共有できる
アプリ/サービスを1年間利用できます。詳しくは ▶P.21

「Adobe Creative Cloud フォトプラン」1年間利用権を添付

有機ELは、コントラスト比にすぐれ、引き締まった黒を
表示可能。また、デジタルシネマ規格DCI-P3の色表現
範囲カバー率100％を実現することで、写真や映像を
より忠実に再現します。さらに、テュフ ラインランド 
グループのブルーライト低減の認証を取得しています。

高精細で色再現性にすぐれた
「4K対応有機ELディスプレイ」
（LV950/RAL、LV750/RAシリーズ）

高画質な写真の編集も快適に行える「大容量16GBメモリ」
容量の大きいRAWデータの編集でも、スムーズに編集作業を行えます。

（LV950/RAL）

LV950
LV750
LV650

15.6型ワイド
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NS850
NS350

17.3型ワイド

15.6型ワイド

NS700
NS600
NS300
NS150
NS100

第8世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサー搭載
NS850/NAシリーズ、
NS700/RAシリーズ

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

NS700/RAR

一般的なノートPCよりもひと回り大きな17.3型ワイドの液晶
を搭載しているので、一度に表示できる情報が多く＊3、Excelの
表計算作業なども快適に行えます。

表示できる領域が広くて見やすい＊3

「大画面17.3型ワイド液晶」＊4

キーの表面に「高耐久性UVコーティング剤」を塗布し、長期間
の使用による印字の摩耗を防ぎます。

いつまでも美しい
「UVコーティング」

臨場感あふれるサウンドで楽しめる
Dolby Audio

ワイヤレスマウスを標準添付
（ＮＳ100/N2Wを除く）

※機能によっては、使用にあたりインターネット接続環境と各種アップデートが必要な場合があります。　※インテル® Optane™ メモリーはお客さまのデータなどの保存用には使用できません。　＊1：NS850/NAシリーズ、
NS700・NS600/RAシリーズに搭載。　＊2：NS850・NS350/NAシリーズ、NS700・NS600・NS300/RAシリーズに搭載。　＊3：出荷時のディスプレイ（表示スケール）設定での比較。OSやBIOSなどのバージョンアップにより、表
示される領域や情報量が変わる場合があります。＊4：NS850・NS350/NAシリーズに搭載。

NS700/RAR
NS600/RAR
NS300/RAR
NS150/NAR

カームレッド
NS700/RAW
NS600/RAW
NS300/RAW
NS150/NAW
NS100/N2W

カームホワイト
NS700/RAB
NS600/RAB
NS300/RAB
NS150/NAB

カームブラック
NS850/NAS
NS350/NAS

カームシルバー
NS850/NAB
NS350/NAB

カームブラック

［17.3型ワイド］ ［15.6型ワイド］

Windows 10 Home

第8世代
Core™ i7-8565U

（1.80GHz/最大4.60GHz）

第8世代
Core™ i3-8145U

（2.10GHz/最大3.90GHz）

第8世代
Core™ i7-8565U

（1.80GHz/最大4.60GHz）

AMD Ryzen™ 7 3700U
（2.30GHz/最大4.00GHz）

NS700/RA
シリーズ

NS600/RA
シリーズ

NS300/RA
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）

17.3型ワイド
スーパーシャインビュー
LED IPS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 オフィスアプリ基本OS プロセッサー

NS350/NA
シリーズ

NS850/NA
シリーズ 8GB

8GB

4GB

メモリ

4GBNS150/NA
シリーズ

NS100/N2W

AMD Ryzen™ 3 3200U
（2.60GHz/最大3.50GHz）

Celeron® 4205U
（1.80GHz）

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

Wi-Fi 5（867Mbps）対応
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

（             ） Microsoft
Office

Home & Business 
2019

HDD 約1TB

SSD 約256GB（PCIe）

HDD 約500GB

内蔵ストレージ

HDD 約1TB+
インテル® Optane™ メモリー

SSD 約256GB（PCIe）
＋

HDD 約1TB

SSD 約256GB（PCIe）
＋

HDD 約1TB

NS850/NAシリーズ、NS700・NS600・NS300/RAシリーズ
には、HDDよりも圧倒的にデータアクセスが速い「SSD（PCle）」
を搭載。NS350/NAシリーズには、よく使うデータをキャッシュ
することで高 速 起 動を実現する「インテル® Optane™ メモ
リー」を搭載しています。

よく使うアプリがすぐに起動できる
「SSD」/「インテル ® Optane™ メモリー」＊2

4コア/8スレッドで、複数の作業を同時に行っても、すばやく処
理できます。また、グラフィック性能を強化した「AMD Ryzen™ 
7 3700U プロセッサー」なら、ライトなオンラインゲームも楽
しめます。

写真や動画をすばやく処理できる
「 高性能クアッドコア・プロセッサー」＊1

NS850・NS700 NS600

Wi-Fi 5（433Mbps）対応
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

（             ）
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第8世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサー搭載
HM750/PAシリーズ

※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。

HM750/PAW

キーのサイズや印字を大きくし、適度な傾斜がつく「リフトアッ
プヒンジ」を採用することで、打ちやすさを向上させています。

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」

ストレージには、HDDよりも圧倒的にデータアクセスが 速い
「SSD」を採 用。HDDのように物 理的な 駆 動部が ないため、
静音性にも優れています。

電源ONですぐに使える
「SSD（PCIe）」

「第8世 代 インテル ® Core™ i7/i3 プロセッサー」を搭 載。
高画質写真の表示や動画の再生も快適に行え、メインPCとし
ても十分活用できます。

メインPCとしても使える
「高性能・省電力プロセッサー」

狭額縁液晶を採用することで、スリムでコンパクトなボディを
実現。思いついたらすぐに取り出して、使いたい場所で気軽に
使えます。

好きなときに、好きな場所で気軽に使える
「スリム・コンパクトボディ」

臨場感あふれるサウンドで楽しめる
ヤマハ製 AudioEngine™

USB 3.1 Type-Cポートなどの多彩な
インターフェイス＆ワイヤレスマウス

※機能によっては、使用にあたりインターネット接続環境と各種アップデートが必要な場合があります。

パールホワイト
HM750/PAW
HM350/PAW

ネイビーブルー
HM750/PAL
HM350/PAL

第8世代
Core™ i3-8145U

（2.10GHz/最大3.90GHz）

Windows 10 Home

第8世代
Core™ i7-8565U

（1.80GHz/最大4.60GHz） 14.0型ワイド 
スーパー

シャインビュー
LED液晶

（フルHD）

8GB

4GB 約256GB
(PCIe)

約512GB
(PCIe)

HM750/PA
シリーズ

HM350/PA
シリーズ

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

Microsoft
Office

Home & Business 
2019

オフィスアプリ

Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

（             ）

HM750
HM350

14.0型ワイド
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メテオグレー
PM750/NAB
PM550/NAB

クラシックボルドー
PM750/NAR
PM550/NAR

フレアゴールド
PM750/NAG
PM550/NAG

第8世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサー搭載
PM750/NAシリーズ

※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。

PM750/NAR

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

Windows 10 Home

第8世代 Core™ i7-8565U
（1.80GHz/最大4.60GHz） 13.3型ワイド 

LED IPS液晶
（ノングレア）
（フルHD）

8GB
約256GB
（PCIe）

約512GB
（PCIe）

PM750/NAシリーズ

PM550/NAシリーズ

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

Microsoft Office
Home & Business 

2019

オフィスアプリ

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データ転送と耐衝撃性に優れた「SSD」を
搭載。また、持ち運び時を想定した落下試験＊3もクリアしている
ので、安心して持ち運びできます。

振動や衝撃に強く高速アクセス可能な
「SSD（PCIe）」

キーのサイズや間隔を大きくし、また静音性を高めることで
快適なキー入力を実現。さらに「プレミアムUVコーティング剤」
を塗布することで、指紋の付着や印字の摩耗を防ぎます。

打ちやすくいつまでも美しい
「こだわりのキーボード」

約20時間＊1の長時間バッテリ駆動を可能にしながら、カーボ
ン素 材などを使 用することで、軽 量・コンパクトボディを実
現しています。

気軽に持ち運べてどこでも使える
「長時間バッテリ」/「軽量・コンパクトボディ」

指ですばやくサインインできる
Windows Hello対応 指紋認証機能
ヘッドセットなしでもオンライン会議が快適にできる
ミーティング機能

複数の周辺機器が同時に利用できる
多彩なインターフェイス

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＊4

約837g
＊2

約20時間
＊1

バッテリ駆動 本体質量

※機能によっては、使用にあたりインターネット接続環境と各種アップデートが必要な場合があります。　＊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：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：ACアダプタをPC
本体に接続した状態で利用できます。ACアダプタをPC本体から外した状態で利用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。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。

Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

（             ）

13.3 型ワイド

PM750
PM550
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※機能によっては、使用にあたりインターネット接続環境と各種アップデートが必要な場合があります。　＊1：NM150/RAWの場合。NM750・NM550/RAシリーズは約953g。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/RAWの場合。NM750・NM550/RAシリーズは約11.0時間となります。　＊4：NM750・NM550/RAシリーズに搭載。　＊5：ACアダプタをPC本体に接続した状態で利用できます。なお、ACアダプタをPC本体
から外した状態で利用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。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。　＊6：映像出力などには対応しておりません。

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、複数
の作業もすばやく行えます。

省電力性と処理性能を両立した
「第10世代 インテル® Core™ プロセッサー」＊4

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（PCle）」

※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。

NM750/RAG

12.5型ワイドのちょっと広めな画面でも、カバンにラクラク収まる
コンパクト＆約909g＊1の軽量ボディ。約11.4時間＊2＊3のバッテ
リ駆動が可能で、屋外でも電源を気にせず使えます。

いつものカバンに入れて気軽に持ち出せる
「コンパクト・軽量ボディ」/「長時間バッテリ」

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

本体への充電や周辺機器との接続＊6が
可能なUSB ３.0 Type-Cポート

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＊5

メタリックピンク
NM750/RAG
NM550/RAG

パールホワイト
NM750/RAW
NM550/RAW
NM150/RAW

ネイビーブルー
NM750/RAL
NM550/RAL

Windows 10 Home

第10世代 Core™ i7-10510Y
（1.20GHz/最大4.50GHz）

第10世代 Core™ i5-10210Y
（1.00GHz/最大4.00GHz）

12.5型ワイド
LED IPS液晶

（ノングレア）
（フルHD）

4GB

8GB

約256GB
（PCIe）

約512GB
（PCIe）NM750/RAシリーズ

NM550/RAシリーズ

NM150/RAW

型名 ディスプレイ メモリ SSD 無線通信機能 オフィスアプリ基本OS プロセッサー

Celeron® 3965Y
（1.50GHz）

第10世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサー搭載
NM750/RAシリーズ

NM750

Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

（             ）
Wi-Fi 5(433Mbps)対応

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

Windows Helloに対応した顔認証機能を搭載。顔をWeb
カメラに向けるだけで、すばやくOSにサインインできます。

パスワード不要ですばやくサインインできる
「Windows Hello対応 顔認証機能」＊4

NM550

Microsoft Office
Home & Business 

2019

NM750
NM550
NM150

12.5 型ワイド
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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。

ライトブルー

屋外に持ち出したり、動画を視聴するときはタブレットに、文字入
力をするときはキーボードを装着してノートPCに、と用途に合わ
せて使い分けできます。

用途に合わせて脱着できる
「デタッチャブルキーボード」

Windows 10の 安 心 機 能 の 設 定
手順をわかりやすく解説した「あんしん
設定ガイド」をご用意。また、プログラ
ミング 言語「スクラッチ」の解説書や
思考力を育てるアプリ「シンクシンク」も
収録しています。

お子さまでも安心して楽しく使える
「あんしん設定ガイド」/「学習アプリ」

「Word」「Excel」「PowerPoint」を活 用すれば、考えやアイ
デアを自由に表現できます。また、作文、計算、自由研究などの
日々の学習に活用することで、将来に役立つスキルを楽しみな
がら習得できます。

考えやアイデアを自由に表現できる
Microsoft Office Home & Business 2019

スマホ感覚で操作できるタッチパネルに加え、付属のペンを使っ
て絵を描いたり、手書きで文字の入力が可能。キーボードに慣れ
ていないお子さまでも、簡単に操作できます。

スマホと同じようにタッチで操作できる
「タッチパネル」/「デジタイザーペン」

落下試験＊1や面加圧試験＊2をクリアした
堅牢ボディ

Windows Hello対応
指紋認証機能

落下や水こぼしによる故障もカバーする
安心保証サービス月額版（最大1年間無料＊3）

※機能によっては、使用にあたりインターネット接続環境と各種アップデートが必要な場合があります。　※サービスの内容は、予告なく変更する場合があります。　＊1：約76cmの高さから落下させて、eMMCのデータに破
損がないことを確認する試験を実施。本体、eMMCの無故障・無破損を保証するものではありません。　＊2：非動作時に、天面全体に1470N（150kgf）の圧力をかける試験を実施。加圧による無故障・無破損を保証するもの
ではありません。　＊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。PC購入後60日以内に、インターネットによるお申し込みが必要です。お申し込みには、お申し込み者ご本人名義のクレ
ジットカードが必要です。なお、落下や水こぼしなどのメーカー保証対象外の修理については、修理限度額があります（1回の修理につき10万円（税抜）まで）。

FM150/PAL

型名

10.1型ワイド
スーパーシャインビュー

LED IPS液晶
（タッチパネル）(WUXGA)

ディスプレイ

4GB

メモリ

eMMC
約128GB

内蔵ストレージ

Windows 10 Pro

基本OS

Microsoft Office
Home & Business

2019

オフィスアプリプロセッサー

Celeron® N4100
（1.10GHz/最大2.40GHz）

無線通信機能 セキュリティ

指紋センサ
Windows
Hello対応（          ）

Wi-Fi 5(867Mbps)対応
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

（             ）

10.1型ワイド

FM150
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声でPCの起動・終了や、音楽の再生が 可能。また、Webカメ
ラの前で「ねぇLAVIE、いつものアプリ」と呼びかけるだけで、
登録したアプリを起動できます。＊3

声でPCの起動・終了やアプリの操作ができる
「Voice起動」/「LAVIE AIエージェント」

最 新 の「第10世 代 イン テ ル ® Core™ i7-10510U プロセッ
サー」＊2を搭載。ストレージには高速アクセス可能なSSD＊2を採
用。さまざまな操作をすばやく処理できます。

高画質写真や動画がすばやく処理できる
「クアッドコア・プロセッサー」/「SSD（PCle）」＊2

正面から見える部分には、液晶ディスプレイのみを配置。さら
に、狭額縁液晶を採用することで、コンパクト&シンプルなデ
ザインを実現しました。

インテリア性の高い
「カフェボードデザイン」

デジタルカメラやスマホ、ゲーム機などを接続して、大画面で
楽しむことができます。

PCをゲーム機のモニターとしても使える
「HDMI入力端子」

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

Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応
IEEE802.11

ax/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）

HDD 約1TB

HA970/RA
シリーズ

HA700/RA
シリーズ

HA770/RA
シリーズ

HA370/RA
シリーズ

※機能によっては、使用にあたりインターネット接続環境と各種アップデートが必要な場合があります。　＊1：HA970・HA700/RAシリーズに搭載。　＊2：HA970・HA700・HA770/RAシリーズに搭載。　＊3：あらかじめユー
ザごとに顔の登録と起動するアプリの設定が必要です。また、周囲の環境によっては、認識できない場合があります。　

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 オフィスアプリ

Microsoft
Office

Home & Business 
2019

Microsoft Office
Personal

2019

基本OS 　プロセッサー

第10世代
 Core™ i7-10510U

（1.80GHz/最大4.90GHz）

Celeron® 5205U
（1.90GHz）

SSD 約512GB（PCIe）

SSD 約256GB（PCIe）
＋

HDD 約3TB

ファインブラック
HA970/RAB　HA700/RAB

ファインホワイト
HA970/RAW　HA700/RAW

ファインブラック
HA770/RAB　HA370/RAB

［27型ワイド］ ［23.8型ワイド］

ファインホワイト
HA770/RAW　HA370/RAW

（HA970）
×2

SSD 約256GB（PCIe）
＋

HDD 約3TB

（HA370）
×1

（HA770）
×2

画面から音が聞こえる
「Crystal  Sound Display」＊1

液晶パネルを振動させて音を鳴らすことで、スピーカとして機
能。映像と音が一体となり、より高い臨場感を実現します。

テレビやレコーダーよりも便利なTV機能
（HA970・HA770・HA370/RAシリーズ）

詳しくは▶P.23

Wi-Fi 5(433Mbps)対応
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

＊2

臨場感あふれるサウンドを楽しめるヤマハ製 AudioEngine™  

※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。

HA970/RAW

HA970
HA700

27型ワイド

HA770
HA370

23.8型ワイド

第10世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサー搭載
HA970・HA700・HA770/RAシリーズ
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基本OS

OS Windows 10 Home 64ビット＊1 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ー ◎
Windows 10 Pro 64ビット＊1 ◆ ― ― ― ― ― ◎ ―

Microsoft Office Home & Business 2019 / Microsoft Office Personal 2019
文書を作成する Microsoft Word 2019＊2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
表やグラフを作成する Microsoft Excel 2019＊2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
電子メールやスケジュールの
管理をする Microsoft Outlook 2019＊2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

プレゼンテーション用の
資料を作成する Microsoft PowerPoint 2019＊2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―

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 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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 ◆ ◎ ◎ ◎＊13 ◎＊13 ◎＊13 ◎ ◎

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 ― ◎ ― ◎ ー ― ― ― ― ◎ ― ◎ ―

CyberLink PowerDirector BD for NEC ― ― ◎ ― ― ― ― ― ―
CyberLink PowerDirector DVD with 4K 
for NEC ◎ ― ― ― ― ― ― ◎ ―

CyberLink PowerDirector DVD for NEC ― ― ◎ ― ◎ ― ― ―
写真を編集・加工する CyberLink PhotoDirector for NEC ◎ ◎ ― ◎ ― ◎ ― ― ◎ ―
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 ― ◎ ◎＊14 ◎＊14 ◎＊14 ― ◎

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 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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 ◆ ― ◎ ◎ ― ― ◎ ◎
パズルや図形の問題を解いて 
思考力を楽しく身につける シンクシンク ― ― ― ― ― ◎ ―

各種設定
PCの環境を設定する LAVIEかんたん設定＊12 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
カメラやマイクを使ってPCを操作する LAVIE AIエージェント＊15 ◆ ― ― ― ― ― ― ◎
映像の画質を設定する 彩りの設定 ◆ ― ― ― ― ― ― ◎

［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。＊8：4K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：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。
＊14：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：顔認証機能はCyberLink社製のFaceMe™ 
Software Development Kitsを使用しています。

■ Windows アプリ一覧

◎：インストール済み　◆：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。

写真へのこだわりをもっと楽しめる。

デスクトップでもモバイルでも写真を簡単に編集、整理、保存、共有できる
Lightroomと、PC上での作業に集中したい方向けのLightroom Classic、また、
こだわりの1枚に変身させることができるPhotoshop、そして写真を保存した
りどこからでも閲覧可能にできるオンラインストレージをご用意。写真をとこ
とん楽しみたい方に最適なアプリ/サービスのセットです。

利用できるクラウドサービス

写真は、Creative Cloud Filesフォルダに直接保存するだけで自動で同期できます。
また、写真単位またはフォルダ単位で他のユーザーと共有ができます。

カメラメーカーを
選ばず使えるRAW現像

RAWデータの規格のほとんどをサポート。
カメラのメーカーや新旧のモデルを問わず
同一環境で使えます。

1

2台のPCに
インストール可能

自宅用PCとモバイル用PCなど2台までPCに
インストールできます。

（同時起動はできません）

3

シリーズに1年間利用権を添付

「Adobe Creative Cloudフォトプラン」

「Adobe Creative Cloud フォトプラン」のメリット

自宅用

モバイル用

充実したサポート

製品のインストールや使用方法について、
チャットや電話でのサポートを受けられます。

4

Adobe Fontsを
利用可能

欧文、和文を含む高品位なデスクトップ
フォントおよびWebフォントが利用できます。

2
あ ス

3写
C

RAW

利用できるデスクトップアプリ

Lightroom

デスクトップでもモバイルでも、
写真を編集、整理

Photoshop

画像補正から加工、Webデザインまで対応する
プロフェッショナル画像編集ツール

Lightroom Classic

写真の整理、編集、現像、
公開まで簡単に

20GB ストレージ/Adobe Fonts/Adobe Portfolio/Adobe Spark

※製品購入時、上記アプリはインストールされていません。ご利用になるには、専用サイトから各種アプリのダウンロードおよびインストールが必要になります。 21



※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：LVシリーズ、NS850/NAシリーズ、NS700/RAシリーズ、HA970・HA700・HA770/RAシリーズに対応。

※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.32をご覧ください。　＊1：HA970・HA770/RAシリーズのみ。　＊2：HA970・HA770/RAシリーズのみ。BDXL(3層)で「セミファインロングモード」の場合。　＊3：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。　＊4：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。　＊5：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。　＊6：放送中の番組を配信できるのは、HA970・
HA770/RAシリーズのみ。

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

HA970・HA770/RAシリーズ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長時間録画が可能です。さらにBDXL™対応＊1で、ブルーレイディス
クにフルハイビジョンで約141時間＊2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＊3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＊4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＊5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
約141時間＊2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＊6/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

（LVシリーズ、NS850・NS350/NAシリーズ、NS700/RA
シリーズ、HMシリーズ、NM750・NM550/RAシリーズ、
HA970・HA700・HA770/RAシリーズに搭載）

（HA700/RAシリーズを除くHAシリーズに搭載）

（LVシリーズ、NS850・NS350/NAシリーズ、NS700/RA
シリーズ、HMシリーズ、NM750・NM550/RAシリーズ、
HA970・HA700・HA770/RAシリーズに搭載）

（NS100/N2W、FM150/PALを除く全機種に搭載）

＊1

※快適にTVをご覧いただくには、SmartVision以外のアプリを終了してからご視聴ください。

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：Web用OneNoteで利用可能です。また、Office ストアから、アドインの追加が必要です。

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、アプリ画面が異なる場合があります。

（HA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

電源オンと一緒に「LAVEI アプリナビ」を起動できる！
電源オフ時でも「ソフト」ボタンを押すだけで、電源オンと同時に「LAVEI アプリナビ」を
起動できます。使いたいアプリをサッと見つけて、すぐに使いはじめられます。

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/N2Wを除く全機種に搭載）

（全機種に搭載）

（全機種に対応）

（全機種に対応）

（全機種に対応）

（全機種に対応）

スマホで撮影した板書や資料を、簡単にOneNoteに取り込んで講義ノートを作成できます。また、あらかじめ時間割を
登録しておけば、撮影した写真を講義ノート別に分類してくれます。

LAVIEスゴ楽講義ノート＊1 （LVシリーズ、NS700・NS600・NS300/RAシリーズ、NMシリーズ、HAシリーズに対応）

レタッチ中

P24　大日本印刷様　修正ページ
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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。

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、アプリ画面が異なる場合があります。

（HA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

電源オンと一緒に「LAVIEアプリナビ」を起動できる！
電源オフ時でも「ソフト」ボタンを押すだけで、電源オンと同時に「LAVIEアプリナビ」を起
動できます。使いたいアプリをサッと見つけて、すぐに使いはじめられます。

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/N2W、FM150/PALを除く全機種に搭載）

（全機種に搭載）

（全機種に対応）

（全機種に搭載）

（全機種に搭載）

（全機種に搭載）
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型番 品名 対応機種 希望小売価格

PC-AC-ME073C 16GB SODIMM（DDR4）
PC4-21300 メモリ HA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-BP137 ACアダプタ LVシリーズ 10,000円 約327g（電源コード除く） 標準添付品と同等

PC-VP-BP124 ACアダプタ NS600・NS300/RAシリーズを
除くNSシリーズ 8,800円 約170g NS600・NS300/RAシリーズを除く

NSシリーズの標準添付品と同等
PC-VP-BP132 ACアダプタ NS600・NS300/RAシリーズ 10,000円 約285g NS600・NS300/RAシリーズの標準添付品と同等
PC-VP-BP103 ACアダプタ HMシリーズ 10,000円 約240g（電源コード除く） 標準添付品と同等
PC-VP-BP122 ACアダプタ FMシリーズ 10,000円 約187g（電源コード除く） 標準添付品と同等

PC-VP-BP130 小型軽量ACアダプタ
PMシリーズ

10,000円 約203g（電源コード除く） 標準添付品と同等
NMシリーズ

PC-VP-BP131 大容量ACアダプタ PMシリーズ 12,000円 約260g（電源コード除く） 急速充電に対応。1時間で約80%まで充電できます。

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
HM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。PMシリーズ

NMシリーズ

PC-VP-BK15 USB変換アダプタ LVシリーズ 6,500円 約19g USB Type-Cポートに接続し、
USB Type-Aを使用できるようにするアダプタです。

PC-VP-BK11-01 USB-LAN変換アダプタ（Type-C）
LVシリーズ

8,000円 約20g USB Type-Cポートに接続し、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。PMシリーズ

PC-VP-BK10 USB-LAN変換アダプタ
FMシリーズ

8,000円 約22g USB Type-Aポートに接続し、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。NMシリーズ

PC-VP-BK16 USB-HDMI変換アダプタ LVシリーズ 8,000円 約34g
USB Type-Cポートに接続し、
HDMI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。

PC-VP-BK07 VGA変換アダプタ
HM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。PMシリーズ

NMシリーズ
PC-VP-TS33 デジタイザーペン（充電式） FMシリーズ 10,000円 ー 標準添付品と同等

PC-VP-TS31 デジタイザーペン用替え芯 FMシリーズ 19,000円 ー 標準添付品のデジタイザーペン（充電式）用の替え芯。
50本入り。

＊HA370/RAシリーズに装着時はPC4-19200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。

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、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、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、およびデジタルライフサポート プレミアムは、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。Adobe、Adobeロゴ、Lightroom、Lightroom Classic、および Photoshopは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国におけ
る商標または登録商標です。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。Gorilla Glassは、Corning Incorporated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、2019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。

増設後のメインメモリ容量 8GB 12GB 20GB
価格（税抜） 15,800円 20,800円 30,800円

増設後のメインメモリ容量 8GB 16GB
価格（税抜） 20,800円 30,800円

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、2019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。

NS850・NS350/NAシリーズ、NS700・NS600・NS300/RAシリーズ、NS150/NAシリーズ、NS100/N2W

HM750/PAシリーズ、HM350/PAシリーズ

お申し込み方法
電話または電子メールにて、
右記までお申し込みを
お願いいたします。

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

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！

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。

詳しくはこちら
http://nec-lavie.jp/aterm/

Aterm Station
Atermの最新情報がいち早く入手できます。
※ 写真は、Aterm WG2600HP3です。

選ばれる理由が、そこにある。
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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

P C 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、
NE C は P C 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。

※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。　※サービス内容の詳細につきましては、ホームページ（https://121ware.com/drssvc/）をご覧ください。
万が一のデータ消失に備えたサービス「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」（有料）をご用意しています。

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/

「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
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

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。

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。
サービス内容・対象製品・お申し込み方法の詳細につきましては、ホームページ（http://121ware.com/anshin/）をご覧ください。

万が一のデータ消失に備えて、データをバックアップする「オンライン自動バックアップ」サービス付きもお選びいただけます(最大1年間無料*3でご提供)。

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。）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）

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

※契約13ヵ月目以降は有料(月額700円:安心保証サービス月額版との合計金額）となります。

NECこだわりの品質検査フロー

月々お支払いいただくタイプ

一括でお支払いいただくタイプ
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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/

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） 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

有料
有料

［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）

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)。

※オペレータによる回答9：00～18：00（メンテナンス時を除く）

※P.30-P.31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！

http://121ware.com/support/

・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。

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

電話サポート予約サービス

電話相談し放題サービス
パソコン全国出張サービス

チャットサポートサービス

テクニカルサポート（故障診断・修理受付）

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25,800
ご利用料金

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。

バッテリ交換サービス再セットアップ代行サービス

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/

LAVIEサポート
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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。
 ※対象のパソコンは、ホームページ（http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/products.html）をご覧ください。 

対象地域
（2019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。　●内蔵ストレージデータの取り扱い：内蔵ストレージ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（2019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年度または2022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：省エネルギー基準達成率の基準値を満たしていない場合は未対応となります。　＊2：省エネルギー基準達成率につきましてはP.38-P.43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19119002号　●LAVIE（一体型PC） 本体：第19119003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」、「CyberLink PowerDirector 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、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 DVD」、「CyberLink PowerDirector DVD with 4K」、
「CyberLink PowerDirector BD」、「CyberLink PowerDirector 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 PowerDirector 
DVD」、「CyberLink PowerDirector DVD with 4K」、「CyberLink PowerDirector BD」、「CyberLink 
PowerDirector 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。

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。　●HA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HA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］
●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る場合がありますが、故障
ではありません。TV視聴・録画時は、SmartVision以外のアプリを終了することをおすすめします。　●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。　●録画時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。

■ 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／ IEEE802.
11ax、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／ IEEE80
2.11g／IEEE802.11n／IEEE802.11ax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／IEEE802.11ax対応商品］
●IEEE802.11a（W52/W53）、IEEE802.11n（W52/W53）、IEEE802.11ac（W52/W53）およびIEEE802.11ax

（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（高出力システムと通信する場
合を除く）。　●5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11n（W52/W53/W5
6）、IEEE802.11ac（W52/W53/W56）およびIEEE802.11ax（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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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 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.40の「ラインアップ」をご覧ください。

LAVIE VEGA LAVIE Note Standard LAVIE Home Mobile
型名
型番

LV950/RAL
PC-LV950RAL

LV750/RAシリーズ
PC-LV750RAシリーズ

LV650/RAシリーズ
PC-LV650RAシリーズ

NS850/NAシリーズ
PC-NS850NAシリーズ

NS350/NAシリーズ
PC-NS350NAシリーズ

NS700/RAシリーズ
PC-NS700RAシリーズ

NS600/RAシリーズ
PC-NS600RAシリーズ

NS300/RAシリーズ
PC-NS300RAシリーズ

NS150/NAシリーズ
PC-NS150NAシリーズ

NS100/N2W
PC-NS100N2W

HM750/PAシリーズ
PC-HM750PAシリーズ

HM350/PAシリーズ
PC-HM350PAシリーズ

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

プロセッサー 第9世代 インテル® Core™ i7-9750H 
プロセッサー 

AMD Ryzen™ 7 3750H 
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™ i3-8145U プロセッサー 

第8世代 インテル®  
Core™ i7-8565U プロセッサー 

AMD Ryzen™ 7 
3700U プロセッサー

AMD Ryzen™ 3 3200U  
プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー 4205U 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™ 
i3-8145U プロセッサー 

動作周波数 2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大4.50GHz）

2.30GHz
（最大ブースト・クロック: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4.60GHz）

2.10GHz
（インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.90GHz）

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）

2.30GHz
（最大ブースト・クロック：
4.00GHz）

2.60GHz
（最大ブースト・クロック：
3.50GHz）

1.80GHz
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）

2.10GHz
（インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.90GHz）

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

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）

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 2コア／2スレッド
4コア／8スレッド 

（インテル® ハイパー
スレッディング・
テクノロジーに対応）

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

キャッシュメモリ 12MB 6MB 8MB 4MB 8MB 6MB 5MB 2MB 8MB 4MB

メイン 
メモリ 
＊3

標準容量／最大容量
16GB（DDR4 SDRAM/
オンボード 16GB、
PC4-21300対応、
デュアルチャネル対応）／16GB＊4

8GB（DDR4 SDRAM/
オンボード 8GB、
PC4-21300対応、
デュアルチャネル対応）／8GB＊4

8GB（DDR4 SDRAM/
オンボード 8GB、
PC4-19200対応、 
デュアルチャネル対応）／8GB＊4

8GB（DDR4 SDRAM/
オンボード 4GB+SO-DIMM 4GB、
PC4-19200対応、
デュアルチャネル対応）／20GB＊5＊6

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）／20GB＊5＊6

8GB（DDR4 SDRAM/
オンボード 4GB+SO-DIMM 4GB、
PC4-19200対応、
デュアルチャネル対応）／20GB＊5＊6

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）／
20GB＊5＊6

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）／8GB＊5＊6

8GB
（DDR4 SDRAM/SO-DIMM  
8GB×1、PC4-19200対応）／
16GB＊5

4GB
（DDR4 SDRAM/SO-DIMM  
4GB×1、PC4-19200対応）／
16GB＊5

表示機能

内蔵ディスプレイ 15.6型ワイド スーパーシャインビュー 有機ELディスプレイ
（広視野角・高輝度・高色純度・高速応答）（Ultra HD 4K）

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・高輝度・高色純度）
（Full HD）

17.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 
（広視野角・高輝度・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 14.0型ワイド スーパーシャインビューLED液晶（Full HD） 

表示色 
（解像度） 
＊7

内蔵ディスプレイ 最大10.74億色/3840×2160ドット 最大1677万色＊8/1920×1080ドット 最大1677万色＊8/1920×1080ドット 最大1677万色＊8/1366×768ドット 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

Thunderbolt™ 3（USB 3.1 Type-C）接続時： 
最大1677万色/3840×2160ドット

USB 3.1 Type-C
（DisplayPort）接続時：
最大1677万色/3840×2160ドット

HDMI接続時＊9：最大1677万色/1920×1080ドット 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 630 Radeon™ RX Vega 10 

グラフィックス インテル® UHD グラフィックス 620 Radeon™ RX Vega 
10 グラフィックス

Radeon™ Vega 3 
グラフィックス インテル® UHD グラフィックス 610 インテル® UHD グラフィックス 620

グラフィックスメモリ＊11 
（メインメモリと共用） 約8GB 約4GB 約5GB 約4GB 約2GB 約4GB 約5GB 約2GB 約4GB 約2GB

ストレージ

SSD/HDD＊12
SSD 約1TB （PCIe）＋
インテル® Optane™ 
メモリー＊13  約32GB 

SSD 約512GB （PCIe）＋
インテル® Optane™ 
メモリー＊13  約32GB 

SSD 約512GB（PCIe）
SSD 約256GB（PCIe）＋ 
HDD 約1TB（Serial ATA、 
5400回転/分）＊14

HDD 約1TB（Serial ATA、
5400回転/分）＋ インテル® 
Optane™ メモリー＊13  約16GB

SSD 約256GB（PCIe）＋ 
HDD 約1TB（Serial ATA、
5400回転/分）＊14

SSD 約256GB（PCIe） 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（PCIe）

Windows 
システムから 
認識される 
容量＊15

Cドライブ／ 
空き容量 約952GB／約889GB 約475GB／約417GB 約475GB／約421GB 約237GB／約183GB 約930GB／約878GB 約237GB／約172GB 約237GB／約176GB 約237GB／約178GB 約930GB／約881GB 約464GB／約415GB 約475GB／約418GB 約237GB／約182GB

Dドライブ／ 
空き容量 ― 約931GB／約931GB ― 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）（BDX           L™ 対応）＊16＊17 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）＊18】

サウンド 
機能

スピーカ ヤマハ製ステレオスピーカ（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）

音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、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＊20、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＊19、
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 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）

Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）／
Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.0）

Wi-Fi 5（867Mbps）対応
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）／
Bluetooth® Smart Ready

（Ver.5.0）
Wi-Fi 5（867Mbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）／Bluetooth® Sma         rt Ready（Ver.4.2） Wi-Fi 5（433Mbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）／

Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.2）
Wi-Fi 5（1.73Gbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.0）

入力装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ19mm＊21、キーストローク1.7mm）、 
JIS標準配列（90キー、プロキー付き （電源ボタン除く） ） 本体一体型（キーピッチ19mm＊21、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19.4mm＊21、 

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＊22＊23＊24＊25（横チルト機能付き＊26） ― Bluetooth® BlueLEDマウス＊22＊23＊24＊25

（横チルト機能付き＊26）

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）＊26 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＊26 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）＊26

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

HD解像度（720p）対応カメラ（プライバシーシャッター付き）、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

外部 
インター 
フェイス

USB
Type-C

USB 3.1×2（右側）＊27＊28

Thunderbolt™ 3（USB 3.1）×2（左側）＊29＊50（USB Power Delivery 3.0
対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き）

USB 3.1×2（右側）＊27＊28、
USB 3.1×2（左側）＊28＊50

（USB Power Delivery 3.0対応、
ACアダプタの接続ポートを兼用、
DisplayPort出力機能付き）

USB 3.0×1＊27＊30   USB 3.1×1＊27＊28 

Type-A ― USB 3.0×2＊30 USB 3.0×2＊30

通信・映像・サウンド関連 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）＊31

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）＊31

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）＊31

メモリーカードスロット microSDメモリーカード（microSDHCメモリーカード、
microSDXCメモリーカード）スロット×1＊32＊33＊34

microSDメモリーカード
（microSDHCメモリーカード、
microSDXCメモリーカード）
スロット×1＊33＊34＊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） 
スロット×1＊33＊36

セキュリティ 顔認証（Windows Hello対応） ― ―
外形寸法 本体（突起部、バンプ部除く） 359.8（W）×243.9（D）×18.3（H）mm 359.8（W）×243.8（D）×17.9（H）mm 413（W）×285（D）×24.3（H）mm 363（W）×255（D）×22.9（H）mm 326.8（W）×226（D）×19.4（H）mm

質量
本体

（内蔵バッテリパック含む）＊37＊38 約1.9kg＊39 約1.8kg＊39 約1.9kg＊39 約2.7kg＊39 約2.2kg＊39 約1.5kg＊39

その他 ACアダプタ：約327g＊40 マウス：約62g＊41　ACアダプタ：約170g マウス：約62g＊41　ACアダプタ：約285g マウス：約62g＊41 
ACアダプタ：約170g ACアダプタ：約170g マウス：約62g＊41　ACアダプタ：約240g＊40

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約10.2時間＊42 約10.4時間＊42 約10.8時間＊42 約8.3時間＊42 約7.5時間＊42 約11.2時間＊42 約6.4時間＊42 約6.6時間＊42 約9.5時間＊42 約9.3時間＊42 約9.0時間＊42 約9.5時間＊42

バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約2.0時間／約2.0時間＊43 約2.7時間／約2.7時間＊43 約2.5時間／約2.2時間＊43

電源＊44 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）＊45 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）＊45

消費電力 標準時＊46／最大時／スリープ時 約9W／約95W／約0.4W 約8.9W／約95W／約0.4W 約8.7W／約95W／約0.8W 約9.8W／約45W／約0.3W 約9.9W／約45W／約0.3W 約5.8W／約45W／約0.3W 約6.4W／約65W／約0.3W 約6W／約65W／約0.3W 約5.1W／約45W／約0.2W 約5.0W／約45W／約0.2W 約5.9W／約65W／約0.4W 約5.6W／約65W／約0.4W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 12区分 35.6kWh/年（78%） ＊47 12区分 34.9kWh/年（88%） ＊47 12区分 28.2kWh/年（79%） ＊47 M区分 0.031（AAA） ＊48 M区分 0.048（AAA） ＊48 11区分 14.0kWh/年（AAA） ＊47 12区分 18.7kWh/年（AA） ＊47 11区分 17.7kWh/年（AA） ＊47 N区分 0.031（AAA） ＊48 N区分 0.012（AAA） ＊48 R区分 0.018（AAA） ＊48

電波障害対策 VCCI ClassB VCCI ClassB VCCI ClassB
温湿度条件 5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと） 5～35℃、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.20をご覧ください） Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Home & Business 2019

主な添付品 マニュアル＊49、ACアダプタ、保証書 マニュアル＊49、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＊49、ACアダプタ、 
保証書

マニュアル＊49、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

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシス
テム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていな
い場合があります。＊1：日本語版です。添付のアプリは、インストールさ
れているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよび
ご利用になることはできません。＊2：ネットワークでドメインに参加する
機能はありません。＊3：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されま
す。＊4：メモリの交換、増設はできません。＊5：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。＊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：インテル® Optane™ メモリーは、お客様のデータの保存用には使

用できません。＊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：初回起動直後にWindowsシステムから認
識される容量です。NS850/NAシリーズ、NS700/RAシリーズでは、Cド
ライブ、Dドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有され
ます。その他のモデルでは、Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領
域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容
量と若干異なる場合があります。＊16：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。＊17：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。＊18：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］ ＊19：ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカ
およびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利

用できます。＊20：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。＊21：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）。＊22：金属製の机の上などで使用した
場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用
をおすすめします。＊23：使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離
は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。
＊24：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。＊25：
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）。＊26：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。＊27：USB以外の拡張機能はありません（映像出力等）。

＊28：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。＊29：接続した
Thunderbolt™ 3対応機器の転送速度は最大40Gbps（理論値）です。
Thunderbolt™ 3対応機器やThunderbolt™ 3対応ケーブルは、
Thunderbolt™ 3対応の正規認証品をご使用ください。Thunderbolt™ 
3対応機器を接続するときのケーブルはThunderbolt™ 3対応製品に付
属のケーブルをご使用ください。すべてのThunderbolt™ 3機器につい
て動作や転送速度を保証するものではありません。＊30：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。＊31：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。＊32：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microSDメモリーカードの

性能や使用状態により異なります。＊33：「マルチメディアカード
（MMC）」はご利用できません。＊34：「microSDメモリーカード」、
「microSDHCメモリーカード」、「microSDXCメモリーカード」の著作権
保護機能（CPRM）および「SDIOカード」に対応しておりません。すべての
microSDメモリーカード、microSD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。＊35：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microSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。＊36：

「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。＊37：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。＊38：
主な付属品を含みません。＊39：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。＊40：電源
コードの質量は含まれておりません。＊41：乾電池の質量は含まれており
ません。＊42：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。＊43：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。＊44：パソコ
ン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。＊45：標準添付されている
電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊46：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。＊47：エネル
ギー消費効率とは、JIS C 62623：2014に規定する方法により測定した
年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率
100％以上110％未満、AAは達成率110％以上140％未満、AAAは達
成率140％以上を示します。＊48：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。省エネルギー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。＊49：マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。＊50:
最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器へ充電できま
す。USB Power Delivery対応の15W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。ただし、すべての対応機器の動作
を保証するものではありません。



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 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.40-P.43「ラインアップ」をご覧ください。

LAVIE Pro Mobile LAVIE Note Mobile LAVIE First Mobile LAVIE Home All-in-one
型名
型番

PM750/NAシリーズ
PC-PM750NAシリーズ

PM550/NAシリーズ
PC-PM550NAシリーズ

NM750/RAシリーズ
PC-NM750RAシリーズ

NM550/RAシリーズ
PC-NM550RAシリーズ

NM150/RAW
PC-NM150RAW

FM150/PAL
PC-FM150PAL

HA970/RAシリーズ
PC-HA970RAシリーズ

HA700/RAシリーズ
PC-HA700RAシリーズ

HA770/RAシリーズ
PC-HA770RAシリーズ

HA370/RAシリーズ
PC-HA370RAシリーズ

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

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10世代 インテル® Core™ i7-10510Y  
プロセッサー

第10世代 インテル® Core™ i5-10210Y  
プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 
3965Y インテル® Celeron® プロセッサー N4100 第10世代 インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー 

5205U

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）

1.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・ 
テクノロジー2.0に対応：最大4.50GHz）

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4.00GHz） 1.50GHz 1.10GHz（インテル® バースト・

テクノロジー対応：最大2.40GHz） 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4.90GHz） 1.90GHz

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／2スレッド 4コア／4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/２スレッド
キャッシュメモリ 8MB 6MB 8MB 6MB 2MB 4MB 8MB 2MB

メイン 
メモリ＊3

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

4GB（LPDDR4 SDRAM/オンボード 4GB、
デュアルチャネル対応）／4GB＊4 8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応）／32GB＊5＊6＊7＊8

8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB
×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル
対応）／32GB＊5＊6＊7＊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 13.3型ワイド LED IPS液晶（広視野角・高色純度・ノングレア）（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） 10.1型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル）（WUXGA） 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）
＊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＊10/1920×1200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 HDMI接続時＊11：最大1677万色/3840×2160ドット＊12

HDMI接続時＊11：最大1677万色/
3840×2160ドット＊12、USB 3.0 Type-C接続時：
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 620 インテル® UHD グラフィックス インテル® HD グラフィックス 615 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

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2GB 約4GB

ストレージ

SSD/HDD/内蔵フラッシュメモリ＊14 SSD 約512GB（PCIe） SSD 約256GB（PCIe） SSD 約512GB（PCIe） SSD 約256GB（PCIe） eMMC 約128GB SSD 約256GB（PCIe）＋HDD 約3TB
（Serial ATA、5400回転/分）＊15 SSD 約512GB（PCIe） SSD 約256GB（PCIe）＋HDD 約3TB

（Serial ATA、5400回転/分）＊15
HDD 約1TB

（Serial ATA、高速7200回転/分）
Windows 
システムから
認識される
容量＊16

Cドライブ／
空き容量 約475GB／約433GB 約237GB／約195GB 約475GB／約419GB 約237GB／約180GB 約237GB／約186GB 約115GB／約63GB 約237GB／約176GB 約475GB／約416GB 約237GB／約177GB 約930GB／約874GB

Dドライブ／
空き容量 ― ― ― 約2794GB／約2794GB ― 約2794GB／約2794GB ―

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）

―【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）＊17】 ―【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）＊17】 ―
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

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）＊18

DVDスーパーマルチドライブ
［DVD-R/＋R 2層書込み］

サウンド
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（2W＋2W） 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W） Crystal Sound Display［2.7W＋2.7W（フルレンジ：1.5W×2、ツイーター：1.2W×2）］ ヤマハ製ステレオスピーカ［3W＋3W（FR-Port™方式搭載＊19）］
音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊20、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＊20、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＊20、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）

Wi-Fi 5（1.73Gbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.0）

Wi-Fi 5（1.73Gbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）／ 
Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.0）

Wi-Fi 5（433Mbps）対応 
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）／
Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.0）

Wi-Fi 5（867Mbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/
n）／Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.2） Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）／Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.0）

Wi-Fi 5（433Mbps）対応
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）／
Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.0）

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）＊21＊22
―

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）＊21＊22

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）＊21＊22

入力装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ18.5mm＊23、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＊23、キーストローク1.4mm）、JIS標準配列（85キー） デタッチャブルキーボード（キーピッチ18.5mm＊23、
キーストローク1.8mm）、JIS標準配列（85キー）

ワイヤレスキーボード＊24＊25＊26

［109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン（360°スピーカ機能切替）、ソフト、ECOボタン、明るさ調節ボタン、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＊24＊26＊27＊28（横チルト機能付き＊29）
リモコン ― ― ― 無線リモコン＊26＊30 ― 無線リモコン＊26＊30

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 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
デジタイザーペン（静電結合方式）（充電式）、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）（デタッチャブルキーボードに搭載）＊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 ― ― 電源ボタン、音量調節ボタン 明るさ調節ボタン、音声起動On/Offボタン、入力切替ボタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明るさ調節ボタン、音声起動On/Offボタン

Webカメラ／マイク HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵
本体前面: UXGA解像度（1600×1200）対応カメラ、
　有効画素数192万画素
本体背面: Full HD解像度（1080p）対応カメラ、
　有効画素数500万画素／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／4マイクアレイ内蔵

外部 
インター 
フェイス

USB
Type-C USB 3.1×1＊31＊32、USB 3.0×1＊31＊33＊34 

（USB Power Delivery 3.0対応、ACアダプタの接続ポートを兼用） USB 3.0×1＊31＊33＊35（USB Power Delivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用） 本体：USB 3.0×1＊33＊36（USB Power Delivery 3.0
対応、ACアダプタの接続ポートを兼用） ―

Type-A USB 3.1×1＊32（パワーオフUSB充電機能付き＊37） USB 3.0×2＊33（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊37） 本体：USB 3.0×1＊33、キーボード：USB 2.0×2 USB 3.1×2＊32、USB 3.0×3＊33（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊37＊38） USB3.0×3＊33（内1ポートはパワーオフ
USB充電機能付き＊37＊38）、USB2.0×2

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）＊39

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）＊39

HDMI出力端子×1＊11＊40、USB 3.0 Type-C×1＊40、
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）＊39

LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1［1080p/1080i/720p/480p］＊41、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）＊39

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）＊39

メモリーカードスロット microSDメモリーカード（microSDHCメモリーカード、
microSDXCメモリーカード）スロット×1＊42＊43＊44 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＊43＊45＊46 microSDメモリーカード（microSDHCメモリーカード、

microSDXCメモリーカード）スロット×1＊43＊47＊48 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＊43＊45＊46

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

センサ ― ― 加速度センサ、近接センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ ―
セキュリティ 指紋センサ（Windows Hello対応） 顔認証（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） 307.8（W）×215.7（D）×15.5（H）mm 289（W）×192（D）×18.0（H）mm

262（W）×179（D）×10.6（H）mm 
262（W）×186（D）×17.2～20.2（H）mm（キーボードに
装着し閉じた場合）

615.4（W）×186.3（D）×361.1（H）mm（ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時） 
615.4（W）×186.3（D）×386.7（H）mm（ディスプレイ最小傾斜、カメラ利用時） 
615.4（W）×286.1（D）×343.4（H）mm（ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時） 
615.4（W）×286.1（D）×363.5（H）mm（ディスプレイ最大傾斜、カメラ利用時）

541.4（W）×186.9（D）×332.8（H）mm（ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時） 
541.4（W）×186.9（D）×358.4（H）mm（ディスプレイ最小傾斜、カメラ利用時） 
541.4（W）×286.1（D）×316.7（H）mm（ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時） 
541.4（W）×286.1（D）×336.8（H）mm（ディスプレイ最大傾斜、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＊49＊50 約837g（内蔵バッテリパック含む）＊51 約953g（内蔵バッテリパック含む）＊51 約909g（内蔵バッテリパック含む）＊51 約653g（内蔵バッテリパック含む）＊51 約10.7kg 約10.0kg 約9.6kg 約9.3kg

その他 ACアダプタ：約203g＊52 ACアダプタ：約203g＊52 ACアダプタ：約187g＊52　キーボード：約536g＊50 キーボード：約660g＊53　
マウス：約62g＊53　リモコン：約120g＊53

キーボード：約660g＊53

マウス：約62g＊53 キーボード：約660g＊53　マウス：約62g＊53　リモコン：約120g＊53

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約20.0時間＊54 約11.0時間＊54 約11.4時間＊54 約13.8時間＊54（本体のみ）、
約12.9時間＊54（キーボード装着時） ―

バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約4.7時間／約3.5時間＊55 約2.6時間／約2.6時間＊55 約2.8時間／約2.8時間＊55（本体のみ） 
約2.8時間／約2.8時間＊55（キーボード装着時） ―

電源＊56 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）＊57 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）＊57 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ 
（AC100～240V±10%、50/60Hz）＊57 AC100～240V±10%、50/60Hz

消費電力 標準時＊58／最大時／スリープ時 約5.2W／約45W／約0.5W 約5.9W／約45W／約0.3W 約5.4W／約45W／約0.3W 約5.3W／約45W／約1.1W 約40W／約90W／約3.4W 約32W／約90W／約3.4W 約38W／約90W／約3.3W 約34W／約65W／約1.2W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 N区分 0.011（AAA） ＊59 N区分 0.013（AAA） ＊59 測定中＊62 10区分 20.3kWh/年（54%） ＊60 13区分 120.9kWh/年（87%） ＊60 13区分 109.2kWh/年（78%） ＊60 13区分 115.1kWh/年（84%） ＊60 13区分 97.6kWh/年（99%） ＊60

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） 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.20をご覧ください） Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Personal 2019

主な添付品 マニュアル＊61、ACアダプタ、保証書 マニュアル＊61、ACアダプタ、保証書 マニュアル＊61、ACアダプタ、デジタイザーペン、
デタッチャブルキーボード、保証書

マニュアル＊61、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＊61、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＊61、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

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステ
ム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場
合があります。＊1：日本語版です。添付のアプリは、インストールされてい
るOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用に
なることはできません。＊2：ネットワークでドメインに参加する機能はあり
ません。＊3：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。＊4：メモリ
の交換、増設はできません。＊5：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：増設メ
モリにつきましては、P.27をご覧ください。＊8：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。＊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：初回起動直後にWindowsシステムから認識される容

量です。HA970・HA770/RA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。＊17：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］ ＊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：FR-
P o r t ™ は ヤ マ ハ 特 許 の 低 音 再 生 技 術 で す 。＊2 0：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。＊21：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。＊22：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。＊23：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）。＊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：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）。＊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）。＊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：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）。＊31：USB以外の拡張機能はありません（映像出力等）。＊32：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。＊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：最大5V/1.5A給電です。USB Power 
Delivery対応機器へ充電できます。USB Power Delivery対応の15W
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。ただ
し、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。＊35：最大
5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器へ充電できます。USB 
Power Delivery対応の15W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。ただし、すべての対応機器の動作を保証する
ものではありません。＊36：最大5V/3A給電です。USB Power Delivery
対応機器へ充電できます。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。ただし、すべて
の対応機器の動作を保証するものではありません。＊37：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。＊38：ACアダプタに接続している場合のみ使えます。＊39：
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。＊40：

USB 3.0 Type-CおよびHDMI出力端子に外付けディスプレイを同時に
接続しないでください。接続した場合、初期設定ではUSB 3.0 Type-Cに
接続された外付けディスプレイのみが機能します（出力先はBIOS上で切
り替えが可能です）。＊41：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。＊42：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microSDメモリーカードの
性能や使用状態により異なります。＊43：「マルチメディアカード（MMC）」
はご利用できません。＊44：「microSDメモリーカード」、「microSDHCメモ
リーカード」、「microSDXCメモリーカード」の著作権保護機能（CPRM）お
よび「SDIOカード」に対応しておりません。すべてのmicroSDメモリー
カード、microSD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。＊45：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。
＊46：「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカー
ド」の著作権保護機能（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。＊47：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 インターフェイス速度および、使用する
microSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。＊48：

「microSDメモリーカード」、「microSDHCメモリーカード」、「microSDXC
メモリーカード」は、著作権保護機能（CPRM）に対応しておりません。すべ
てのmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード、microSD/
microSDHC/microSDXCメモリーカード対応機器との動作を保証する
ものではありません。＊49：平均値。質量は記載の値と異なる場合がありま
す。＊50：主な付属品を含みません。＊51：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。＊52：電
源コードの質量は含まれておりません。＊53：乾電池の質量は含まれてお
りません。＊54：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。＊55：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。＊56：標準添付されて
いる電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊57：パソコン本体のバッ
テリなど各種電池は消耗品です。＊58：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。＊59：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。省エネルギー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。＊60：エネルギー消費効率とは、JIS C 62623：
2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー
基準達成率の表示語Aは達成率100％以上110％未満、AAは達成率
110％以上140％未満、AAAは達成率140％以上を示します。＊61：マニュ
アルの一部はWeb参照が必要になります。＊62:測定値は、ホームページ 
(http://nec-lavie.jp/) → 「 製品情報」 → 「モバイル」 → 各シリーズ
ページ → 「仕様」をご覧ください。



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

ラインアップ アルマイトシルバーアルマイトネイビー

P.08

マニュアル
ACアダプタ、保証書

Wi-Fi 5対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth® 

第9世代 Core™ i7-9750H
2.60GHz（最大4.50GHz）

[6コア/12スレッド]

AMD Ryzen™ 7 3750H
2.30GHz（最大4.00GHz）

[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]

第8世代
Core™ i3-8145U

2.10GHz(最大3.90GHz)
[2コア/4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]

AMD
Ryzen™ 7 3700U
2.30GHz(最大4.00GHz)

[4コア/8スレッド]

AMD
Ryzen™ 3 3200U
2.60GHz(最大3.50GHz)

[2コア/4スレッド]

Celeron® 4205U
1.80GHz

[2コア/2スレッド]

ステレオスピーカ （1.5W＋1.5W）  
Dolby Audio

ヤマハ製ステレオスピーカ (2W＋2W) 
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）

16GB（オンボード)
デュアルチャネル対応（最大16GB）

8GB（オンボード)
デュアルチャネル対応（最大8GB）

Windows 10 HomeWindows 10 Home

マニュアル、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

約6W／約65W 約5.0W／約45W約5.1W／約45W約6.4W／約65W約5.8W／約45W約9.9W／約45W約9.8W／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)

約11.2時間約7.5時間約8.3時間約10.2時間 約10.4時間 約10.8時間 約6.4時間 約9.3時間約9.5時間約6.6時間

約1.8kg約1.9kg 約1.9kg 約2.2kg約2.7kg

359.8（W）×243.9（D）×
18.3（H）mm 359.8（W）×243.8（D）×17.9（H）mm

HD対応 92万画素（プライバシーシャッター付き）HD対応 92万画素

microSDメモリーカードスロット

USB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×2、HDMI出力×1USB 3.1 Type-C×4Thunderbolt™ 3（USB 3.1 Type-C）×2
USB 3.1 Type-C×2

ー顔認証（Windows Hello対応）

ー

413(W)×285(D)×24.3(H)mm 363(W)×255(D)×22.9(H)mm

約9W／約95W 約8.9W／約95W 約8.7W／約95W

M区分 0.031
(AAA)

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 有機EL スーパーシャインビュー 広視野角（IPS） スーパーシャインビュー 広視野角（IPS）

15.6型ワイド フルHD（狭額縁） 15.6型ワイド HD（狭額縁）17.3型ワイド フルHD15.6型ワイド Ultra HD 4K（狭額縁） 15.6型ワイド フルHD（狭額縁） 

1920×1080ドット3840×2160ドット 1920×1080ドット 1366×768ドット

LV950/RAL LV750/RAL
LV750/RAS

LV650/RAL
LV650/RAS

NS700/RAB
NS700/RAW
NS700/RAR

NS850/NAB
NS850/NAS

NS350/NAB
NS350/NAS

NS600/RAB
NS600/RAW
NS600/RAR

NS300/RAB
NS300/RAW
NS300/RAR

カームレッドカームホワイトカームシルバー

NS150/NAB
NS150/NAW
NS150/NAR

NS100/N2W

8GB（オンボード 4GB＋4GB）
デュアルチャネル対応

メインメモリ増設サービス＊3利用時
（最大20GB）

メインメモリ増設サービス＊3利用時
（最大20GB）

4GB（オンボード）
　デュアルチャネル対応可能

8GB（オンボード 4GB＋4GB）
デュアルチャネル対応

メインメモリ増設サービス＊3
利用時（最大20GB）

メインメモリ増設サービス＊3
利用時（最大20GB）

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＊3利用時
（最大8GB）

4GB（オンボード）
　デュアルチャネル対応可能

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

内蔵ストレージ
SSD 約1TB（PCIe）

＋
インテル® Optane™
メモリー＊1 約32GB

SSD 約512GB（PCIe）
＋

インテル® Optane™
メモリー＊1 約32GB

SSD 約512GB
（PCIe）

SSD 約256GB
（PCIe）

＋
HDD 約1TB＊2

SSD 約256GB
（PCIe）

＋
HDD 約1TB＊2

HDD 約1TB HDD 約500GBSSD 約256GB
（PCIe）

HDD 約1TB
＋

インテル®  Optane™
メモリー＊1 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：LV950/RAL→型番：PC-LV950RAL

＊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：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：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。詳しくは、P.27　　　 をご覧ください。　＊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。省エネルギー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：エネルギー消費効率とは、JIS C 62623：2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100％以上110％未満、AAは達成率110％以上140％未満、AAAは達成率140％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。

パッと起動 & ずっとサポート! ノートPCラインアップ

（DVD-R/+R 2層書込み対応）
DVDスーパーマルチドライブ

Wi-Fi 6対応ワイヤレスLAN 
（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）

Bluetooth® 

Wi-Fi 5対応ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

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）

※NS100/N2Wにはマウスを添付していません。

P.04

カームブラック カームブラック

マニュアル、ACアダプタ、保証書

ー

12区分 35.6kWh/年
(78%) ＊9

12区分 34.9kWh/年
(88%) ＊9

12区分 28.2kWh/年
(79%) ＊9

11区分 14.0kWh/年
(AAA) ＊9

12区分 18.7kWh/年
(AA) ＊9

11区分 17.7kWh/年
(AA) ＊9＊8

M区分 0.048
(AAA) ＊8

N区分 0.031
(AAA) ＊8

※LV950/RALはプレミアムミラーガラス天板を採用しています。
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ワイヤレス機能

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

プロセッサー

OS

パ
ッ
と
起
動
ポ
イ
ン
ト

ラインアップ

質量＊1

電源＊3

主な添付品

外形寸法（本体）
（突起部、バンプ部除く）

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率

消費電力

Webカメラ

内蔵ストレージ

メモリ

ー ー

約5.2W／約45W 約5.9W／約45W 約5.4W／約45W

＊1：平均値。質量は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：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　＊4：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。　＊5：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。省エネルギー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。　　　＊6：エネルギー消費効率とは、JIS C 62623：2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100％以上110％未満、AAは達成率110％以上140％未満、AAAは達成率140％以上を示します。
＊7：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。詳しくは、P.27をご覧ください。　＊8:測定値は、ホームページ (http://nec-lavie.jp/) → 「製品情報」 → 「モバイル」 → 各シリーズページ → 「仕様」       をご覧ください。

※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：HM750/PAW→型番：PC-HM750PAW

パッと起動&ずっとサポート! モバイルPCラインアップ

パールホワイト ネイビーブルー メタリックピンク

P.14

NM150/RAW

マニュアル、ACアダプタ、保証書

約11.0時間 約11.4時間

約909g約953g

289（W）×192（D）×18.0（H）mm

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

12.5型ワイド フルHD（狭額縁）

1920×1080ドット

Wi-Fi 5対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

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）

Microsoft Office Home ＆ Business 2019

Windows 10 Home

第10世代 
Core™ i7-10510Y
1.20GHz（最大4.50GHz）
［4コア/8スレッド］

第10世代 
Core™ i5-10210Y
1.00GHz（最大4.00GHz）
［4コア/8スレッド］

Celeron® 3965Y
1.50GHz

［2コア/2スレッド］

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

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

ー

HD対応 92万画素

広視野角（IPS）・ノングレア

顔認証（Windows Hello対応）指紋センサ（Windows Hello対応）

メテオグレー クラシックボルドー フレアゴールド

PM750/NAB
PM750/NAR
PM750/NAG

PM550/NAB
PM550/NAR
PM550/NAG

マニュアル、ACアダプタ、保証書

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20.0時間

約837g

307.8（W）×215.7（D）×15.5（H）mm

ステレオスピーカ（2W＋2W）
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）
デュアルチャネル対応（最大4GB）

13.3型ワイド フルHD（狭額縁）

1920×1080ドット

Wi-Fi 5対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

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］

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

広視野角（IPS）・ノングレア

microSDメモリーカードスロット

USB 3.1 Type-C×1、USB 3.0 Type-C×1
USB 3.1×1、HDMI出力×1

HD対応 92万画素

Microsoft Office Home ＆ Business 2019

SSD 約256GB（PCIe）SSD 約512GB（PCIe） SSD 約256GB（PCIe）SSD 約512GB（PCIe）

P.10

標準時＊4／
最大時

バッテリ駆動時間＊2

（JEITA 2.0）

セキュリティ

ディスプレイ

オフィスアプリ

NM550/RAW
NM550/RAL
NM550/RAG

NM750/RAW
NM750/RAL
NM750/RAG

約5.3W／約45W

ライトブルー

P.16

マニュアル、ACアダプタ、デジタイザーペン、
デタッチャブルキーボード、保証書

約13.8時間（本体のみ）、
約12.9時間（キーボード装着時）

約653g（本体のみ）、約1189g（キーボード装着時）

262（W）×179（D）×10.6（H）mm
262（W）×186（D）×17.2～20.2（H）mm

（キーボードに装着し閉じた場合）

ステレオスピーカ（1W＋1W）

10.1型ワイド WUXGA

1920×1200ドット

Wi-Fi 5対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

ー

ー

約5.9W／約65W 約5.6W／約65W

ー

ネイビーブルーパールホワイト

HM750/PAL
HM750/PAW

HM350/PAL
HM350/PAW

マニュアル、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

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9.0時間 約9.5時間

約1.5kg

326.8（W）×226（D）×19.4（H）mm

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

 8GB
メインメモリ増設サービス

利用時（最大16GB）

4GB
メインメモリ増設サービス

利用時（最大16GB）

14.0型ワイド フルHD（狭額縁）

1920×1080ドット

Wi-Fi 5対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

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™ i3-8145U
2.10GHz（最大3.90GHz）
［2コア/4スレッド］

Windows 10 Home

スーパーシャインビュー

SDメモリーカードスロット

USB 3.1 Type-C×1、USB 3.0×2、HDMI出力×1

HD対応 92万画素

Microsoft Office Home ＆ Business 2019

SSD 約256GB（PCIe）SSD 約512GB（PCIe）

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）

Microsoft Office Home ＆ Business 2019

Windows 10 Pro

Celeron® N4100
（1.10GHz/最大2.40GHz）

［4コア/4スレッド］

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

microSDメモリーカードスロット

本体：USB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×1
キーボード：USB 2.0×2、HDMI出力×1

フロント：UXGA対応 192万画素
リア：フルHD対応 500万画素

スーパーシャインビュー 広視野角（IPS）

タッチパネル

指紋センサ（Windows Hello対応）

4GB（オンボード）
デュアルチャネル対応（最大4GB）

内蔵フラッシュメモリ 約128GB

10区分 20.3kWh/年（54％） ＊6

FM150/PAL

P.12

R区分 0.018（AAA） ＊5 N区分 0.011（AAA） ＊5 N区分 0.013（AAA） ＊5 測定中＊8N区分 0.012（AAA） ＊5

※NM150/RAWは筐体のデザインが異なります。

＊7 ＊7［　 　　　］［　 　　　］
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ワイヤレス機能

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

プロセッサー

OS
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動
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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

HA970/RAB
HA970/RAW

HA700/RAB
HA700/RAW

HA770/RAB
HA770/RAW

HA370/RAB
HA370/RAW

ラインアップ

質量＊4

電源＊5

主な添付品

外形寸法（本体）
（突起部、バンプ部除く）

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊7

消費電力

Webカメラ

Microsoft Office Home & Business 2019 Microsoft Office Personal
2019

内蔵ストレージ SSD 約256GB（PCIe） + HDD 約3TB＊1SSD 約256GB（PCIe） + HDD 約3TB＊1 SSD 約512GB（PCIe） HDD 約1TB

Celeron® 5205U
1.90GHz ［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］

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

           ヤマハ製      AudioEngine™

Crystal Sound Display
［2.7W+2.7W（フルレンジ:1.5W×2、ツイーター:1.2W×2）]

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4393時間
（セミファインロング）＊3

約4393時間
（セミファインロング）＊3

約837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38W／約90W約32W／約90W 約34W／約65W

AC100～240V±10%、50/60Hz

第10世代 Core™ i7-10510U
1.80GHz（最大4.90GHz）［4コア/8スレッド］

HD対応 92万画素

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

約9.3kg約10.0kg約10.7kg 約9.6kg

615.4(W)×186.3(D)×361.1／386.7(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)×186.9(D)×　　332.8／358.4(H)mm
(ディスプレイ最小傾斜、カメラ     収納時／カメラ利用時）

Wi-Fi 6対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth®
Wi-Fi 5対応ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

SDメモリーカードスロット

＊1：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。　＊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　　  （ ht tp://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：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊5：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　＊6：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。　＊7：エネルギー消費効率とは、JIS C 62623：2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100％以上110％未満、AAは達成率110％以上140％未満、AAAは
達成率140％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：HA970/RAB→型番：PC-HA970RAB

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

※HA700/RAシリーズにはリモコンを添付していません。

標準時＊6／
最大時

ディスプレイ

オフィスアプリ

ファインブラック ファインホワイト

P.18

ファインブラック ファインホワイト

＊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！

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/

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/

　

13区分 120.9kWh/年（87％） 13区分 109.2kWh/年（78％） 13区分 115.1kWh/年（84％） 13区分 97.6kWh/年（99％）
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セキュリティ対策と幅広いサポートがひとつに。

＊1 本特典のご利用方法は、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。
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)。

本カタログに掲載のLAVIEにはインストールされています。
90日間

無料体験版
インストール済み

＊1
 NEC「LAVIE」

限定特典

困った時にいつでも相談！

〈サポートの詳細はこちら〉
▶https://www.go-tm.jp/sup_list 24 365時間時間

年中無休
＊3

＊3 オペレータによる24時間対応は電話のみとなります。

＊2 2018年 BCNランキング シリーズ別にてトレンドマイクロで集計。

忙しい時も、時間を選ばずに電話、
メール、LINEで気軽に相談できます。

No.1＊2 セキュリティ対策はもちろん、
パソコンやスマホの使い方もサポート！

〈サポート対象範囲の詳細はこちら〉
▶https://tmqa.jp/psup/

トレンドマイクロ製品に加えて、パソ
コン、スマホ、デジタル機器などの
操作・設定も相談できます。

パソコン スマートテレビスマホ

日日日

パソコンやスマホ、周辺機器で
困ったことはありませんか?

いつでもお気軽に
ご相談いただけます。

●本サポートサービスは問題解決のご支援を行うもので、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
さまに提供されるサポートサービスに準じた内容が、お客さまのウ
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。

スマホで撮った写真をパソコンでも見た
いけど、共有の方法がわからない・・・

機種変更をしたいけど、必要なデータの
バックアップや移行方法がわからない・・・

新しく購入したプリンタの操作方法が
わからない・・・

Windowsのアップデートがうまく
できない・・・

90日間
無料



このカタログの記載内容は2019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.1273 20010500ADDN

※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。

New Tech. New Expectations.

2018年 日本で一番選ばれたPCメーカー 国内販売No.1 

2018年 年間販売数量 シェアNo.1
2018年（1月～12月）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・ノートPC BCN AWARD 2019
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（8年連続）

LAVIE VEGA

New Tech. New Expectations.

2020春モデル
PC総合カタログ 2020.1
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