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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。
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●このガイドブックで使用している商品は、本ガイドブック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。　●このガイドブックに記載された仕様、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、http://nec-lavie.jp/shop/ でご確認ください。　●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。　●このガイドブックに記載の内容は、特に別の記載がない場合、このガイドブックに掲載された商品
のみに関する内容となります。
●このガイドブック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。　●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。　●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。

［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／ IEEE802.11g／ 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/W56）、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http://home.jeita.or.jp/page_file/20150518140317_EKt1H2lITb.pdfをご参照ください。
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●本ガイドブックに掲載の商品は、個人・家庭／ SOHO用です。　●本ガイドブックに掲載の商品は、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。
●本ガイドブックに掲載の商品の本体は、高調波電流規制について高調波電流規格 JIS  C  61000 -3 -2適合品です。本体の電源の
入力波形は正弦波をサポートしています。　●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については 
ht tp:/ /121ware.com/qasearch/1007/app/serv le t /qadoc?QID=006541 をご覧ください。　●別売のOSをインストール
および利用することはできません｡　●本商品にインストール済みのアプリは､別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります｡
●本商品にインストール済みのアプリおよび別売のアプリをご使用になる際､一部の機能でプリンタ､スキャナ､デジタルカメラなど
拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります｡　●別途ご購入されているアプリの動作に関しては、パソコンご購入
前に各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。　●本商品の標準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  Ul t raCare SM 
In t e rna t iona l  S e r v i c e］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、ホームページをご参照ください。 h t t p : / /121war e . com/ul t r a ca r e / jpn /　●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。　●本ガイドブックに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。　●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、本ガイドブック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。　●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（ht tp : / /121ware .com/produc t /pc / a t tnhd/ inde x .h tml）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 
ht tp : / /home. je i t a .or . jp / cg i -b in/page/de tail . c g i?n=121&ca=14をご参照ください。

●本ガイドブック掲載のDVDスーパーマルチドライブは、AVCRECに対応しておりません。　●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」、「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」、「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 for NEC」、「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ディスクの読み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 for NEC」、「CyberLink PowerDirector BD with 4K for NEC」、「CyberLink PowerDirector DVD for NEC」、「CyberLink PowerDirector 
DVD 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 for NEC」、「CyberLink PowerDirector BD with 4K for 
NEC」、「CyberLink PowerDirector DVD for NEC」、「CyberLink PowerDirector DVD 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。

液晶ディスプレイに関するご注意事項
液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。非常に高精度な技術で作られていますが、画面
の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては、色むらや明るさ
のむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであ
らかじめご了承ください。 JEITAガイドライン URL（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf）

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

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。

Intel、 インテル、Intel ロゴ、Intel Optane、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、
vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Thunderbolt、
Thunderbolt ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。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。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。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。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。
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。
“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。HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの
商標または登録商標です。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。その他本ガイドブックに記載されている
会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

［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。●LAVIE Direct HA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、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。　●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。

■ 電波に関するご注意■ ガイドブックについてのご注意

■ 商品についてのご注意

■ 商標について

■ BD/DVD/CDの読込み／書込みについて

■ もしもの時の再セットアップをスマートに

■ TVの視聴／録画に関するご注意

●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。

●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。

■ 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

■ 周辺機器接続について

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。本ガイドブックに掲載のノート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。

安全に関するご注意
インテル® CoreTM i 7 プロセッサー

商品のご理解のため､ご購入前に必ずお読みください
●NEC Directは、NECパーソナルコンピュータ株式会社がインターネットにより日本国内向けに提供するショッピングサービスです。　●NEC Directのご利用にあたっては、個人情報を登録していただく必要があります。　
●NEC Directをご覧になるには、インターネット閲覧ブラウザソフト Internet Explorer 11（Macintosh版を除きます）を推奨します。

使い方相談
永年無料

高性能プロセッサー
＆

高速ドライブ選択可能

スリム&スタンダードPC

コンパクトなモバイルPC

▶P.12

インテリア性の高い
オールインワンPC

▶P.16

ハイスペック・
コンパクトタワーPC

▶P.18

（B）

▶P.09

ベーシックノートPC

NEC Direct
オリジナルモデル

（X）

▶P.14

NEC Direct
オリジナルモデル

AMD Ryzen™ 搭載
ハイスペックノートPC（R）

▶P.08

▶P.15

スタイリッシュ
エントリーノートPC（A）

▶P.09

NEC Direct
オリジナルモデル

▶P.15

▶P.04 15.6型 15.6型

15.6型

15.6型17.3型・15.6型 ▶P.06

▶P.10

プレミアムモバイルPC

クリエイターノートPC

堅牢なボディの
モバイルPC

NEC Direct
オリジナルモデル

FM HA2 in 1モバイルPCHM ホームモバイルPC

VEGA

13.3型 12.5型 13.3型

23.8型27型・23.8型10.1型14.0型
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カスタマイズセレクション

OS

メモリ

ディスプレイ

プロセッサー

Windows 10 Home Windows 10 Pro

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：1920×1080ドット）

15.6型ワイド
スーパーシャインビュー 有機EL

（広視野角・高輝度・高色純度・高速応答)
（Ultra HD 4K：3840×2160ドット）

SＳＤ 約1TＢ（PCIe）SＳＤ 約256ＧＢ（PCIe） SＳＤ 約512ＧＢ（PCIe）

USBコネクタ

メモリーカード
スロット

USB 3.1（Type-C）×2 （Thunderbolt™ 3）、
USB 3.1（Type-C） ×2

USB 3.1（Type-C）×4

micro SDXCメモリーカード（UHS-Ⅱ）対応micro SDXCメモリーカード対応

サウンド ヤマハ製ステレオスピーカ（2W+2W）

HDMI出力

ソフトウェア
パック

バッテリ

本体色

オフィス
アプリ

HDMI変換アダプタなし

リチウムイオンバッテリ（本体内蔵）

アルマイトネイビー
（プレミアムミラー
ガラス天板）

アルマイトシルバー
（プレミアムミラー
ガラス天板）

アルマイトネイビー アルマイトシルバー

Microsoft
Office Home ＆ Business

2019
Microsoft

Office Personal 2019なし

Bluetooth®
BlueLEDマウス
（ブラック）

延長保証

ミニマムソフトウェアパック 標準ソフトウェアパック

メーカー標準（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。　※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。＊1：インテル® CoreTM プロセッサー搭載モデルのみ。＊2：AMD RyzenTM 7 
3750H プロセッサー搭載モデルのみ。

8GB 16GB

＊1

＊1

＊1＊1

＊1

＊1

＊1

＊1

＊2

＊2

＊1＊1

USB-LAN変換アダプタなし

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

Bluetooth® 

Wi-Fi 6
（最大2.4Gbps)対応

(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
Bluetooth® 

有線LAN

内蔵
ストレージ

マウス なし

ワイヤレス機能

SSＤ
約512GＢ（PCIe）

＋
インテル®

OptaneTM メモリー 約32GB

SSＤ
約1TＢ（PCIe）

＋
インテル®

OptaneTM メモリー 約32GB

第9世代
インテル®

Core™ i7-9750H
プロセッサー

2.60GHz/最大4.50GHz
(6コア／12スレッド）

第9世代
インテル®

Core™ i5-9300H
プロセッサー

2.40GHz/最大4.10GHz
(4コア／8スレッド）

AMD
Ryzen™ 7 3750H 
プロセッサー

2.30GHz/最大4.00GHz
(4コア／8スレッド）

オリジナル

オリジナル

オリジナル

ニーズに合わせてOfficeを選べる

Windows 10 Proを選択可能

「Microsoft Office Personal 2019」、「Microsoft Office Home 
& Business 2019」、「Office なし」から選択できます。

6コア/12スレッドで圧倒的な処理性能を誇る「インテル® 

Core™ i7-9750H プロセッサー」や、省電力と処理性能の
バランスに優れた「インテル® Core™ i5-9300H プロセッ
サー」など、3つのラインアップから用途に合わせて最適なプ
ロセッサーを選択できます。

デザイン性と堅牢性を両立させた「ガラス天板」

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」を選択可能
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カバー率
100％の広い色空間を実現することで、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。

LV950/RAL　LV750/RAシリーズ
LV650/RAシリーズ　カスタマイズモデル

多彩な容量を選べる「SSD（PCIe）」の他に、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＊1」も選択可能。使いたい時に
すぐ始めることができます。

ストレージには、SSDのほか、
OSやアプリを高速で起動できる
「SSD+インテル® OptaneTM メモリー＊1」も選択可能

オリジナル

6コアの第9世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサーをはじめ
3種のプロセッサーから選択可能

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磨耗を防ぎま
す。

打ちやすくいつまでも美しい
「こだわりのキーボード」

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」

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。

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。

＊1：「CoreTM プロセッサー」選択時。お客さまのデータなどの保存用には使用できません。

※「CoreTM プロセッサー」選択時。

※Window sのショートカットに加え、Word、Ex ce l、PowerPo in t、
Lightroom、Lightroom Classicの5つのアプリのショートカットに対応。

Color variation アルマイトシルバーアルマイトネイビー

ソリッドでクールなボディに、有機ELディスプレイ、6コア
CPU、大容量SSDなど、美しさと速さへのこだわりを自由に
選択できるモデルです。

PCの速さ、美しさを追求。

速く、美しく、使いやすい。
クリエイターノートPC

インテル® 
CoreTM i7 プロセッサー アルマイトネイビー

スリープからでもスマホのようにすぐ使える
「モダンスタンバイ」

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

超高速通信を実現した
次世代無線LAN規格「Wi-Fi 6（11ax）」
（インテル® CoreTM プロセッサー搭載モデル）

ショートカットを
簡単に利用できる「プロキー」

ジェスチャー機能に対応した
「高精度タッチパッド」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
央のロゴは音声認識機能と連動して光ります（スマートライト
機能＊1）。

プレミアムミラー
ガラス天板

アルマイトシルバー

（     ）プレミアムミラー
ガラス天板

アルマイトネイビー

（     ）

アルマイトシルバー
（プレミアムミラーガラス天板）

アルマイトネイビー
（プレミアムミラーガラス天板）

＊1：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。

USB Power Deliveryにも対応した
「Thunderbolt™ 3」を選択可能
（インテル® CoreTM プロセッサー搭載モデル）

※「CoreTM プロセッサー」選択時。
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Color variation

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
を選択すれば、一度に表示できる情報が多く、Excelの表計算
作業なども快適に行えます。

15.6型ワイド液晶 17.3型ワイド液晶

物理的なカバーでWebカメラを覆う「プライバシーシャッター」
を採用。使わないときに誤ってカメラがオンになっても安心です。

スイッチ1つでWebカメラを遮断する
プライバシーシャッター

Type-Cポートは上下の区別が
ないため、ケーブルの向きを気
にせず簡単に接続できます。

リバーシブル形状で使いやすい
USB 3.0 Type-Cポート

やりたいことを
“スマート”にかなえる。

クアッドコアの第8世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサー
から、リーズナブルなデュアルコア・プロセッ
サーまで、5つのラインアップから用途に合わ
せて最適なプロセッサーを選択できます。

高性能クアッドコア・プロセッサーから
Celeron® プロセッサーまで幅広く選択可能 オリジナル

NS850/NAシリーズ　NS350/NAシリーズ
NS700/RAシリーズ　NS150/NAシリーズ
NS100/N2W　カスタマイズモデル

インテル®

CoreTM i7 プロセッサー

キーボードのファンクションキーでWebカメラやマイクのオン/
オフなどを簡単に切り替えられます。また、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。

快適な使い心地を追求した
「ホットキー」/「UVコーティング」

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
角度に調節できます。

見やすい角度に調節できる
フラットディスプレイ

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」

カームレッド カームシルバーカームホワイトカームブラック カームシルバー カームブラック

性能と使いやすさを両立した
スリム&スタンダードPC

Windows 10 Proを選択可能 オリジナル

オリジナルニーズに合わせてOfficeを選べる
「Microsoft Office Personal 2019」、「Microsoft Office 
Home & Business 2019」、「Office なし」から選択できます。

※カームレッド、カームホワイトは「15.6型ワイド液晶」搭載モデルにて選択可能。

大画面17.3型ワイド液晶も選択可能

高性能な第8世代 Core™ i 7 プロセッサー、大容量メモリ、
高速なSSDモデルなどを選択可能です。

性能をワイドに選べるスタンダードノートPC

カームシルバー、カームレッド、カームホワイト、カーム
ブラックの本体カラーをラインアップ。お好みに合
わせて選べます。

本体カラーを選択可能

ブルーレイディスクドライブを選べば、高画質なブルー
レイディスクソフトの視聴を気軽に楽しめます。また、
たくさんのビデオや写真、ドキュメントデータなどの
保存やバックアップもディスク1枚で簡単に行えます。

BDXLTM 対応
ブルーレイディスクドライブを選択可能

17.3型ワイド 15.6型ワイド

シャッターオープン シャッタークローズ

電池1本で動作する軽くて使いやすい
「Bluetooth® マウス」。ホワイト＊1、
ブラックの2色から選択できます。

ワイヤレスマウスを選択可能

ホワイト ブラック

カームレッド

カスタマイズセレクション

USB 3.0×2、USB 3.0(Type-C)×1

ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）、Dolby Audio

HDMI出力端子×1

リチウムイオンバッテリ（本体内蔵）

カームシルバー カームレッド カームホワイト カームブラック

なし
Bluetooth®
BlueLEDマウス
（ホワイト）

Bluetooth®
BlueLEDマウス
（ブラック）

ミニマムソフトウェアパック 標準ソフトウェアパック

第8世代
インテル®

Core™ i3-8145U
プロセッサー
2.10GHz/
最大3.90GHz

（2コア／4スレッド）

インテル®

Celeron®
プロセッサー
4205U

（1.80GHz）
（2コア／2スレッド）

インテル®

Pentium® Gold
5405U

プロセッサー
（2.30GHz）

（2コア／4スレッド）

第8世代
インテル®

Core™ i5-8265U
プロセッサー
1.60GHz/
最大3.90GHz

（4コア／8スレッド）
（     ）

第8世代
インテル®

Core™ i7-8565U
プロセッサー
1.80GHz/
最大4.60GHz

（4コア／8スレッド）
（     ）

Windows 10 Home Windows 10 Pro

SSD 約256GB（PCIe） SSD 約512GB（PCIe） SSD 約1TB（PCIe）

なし

15.6型ワイド
スーパーシャインビューLED液晶
（WXGA：1366×768ドット）

17.3型ワイド
スーパーシャインビュー

LED IPS液晶
（高輝度・高色純度）

（Full HD：1920×1080ドット）

15.6型ワイド
スーパーシャインビューLED液晶
（Full HD：1920×1080ドット）

4GB 8GB 12GB 20GB

HDＤ
約2TＢ

（5400回転/分）

HDＤ
約1TＢ

（5400回転/分）
＋

インテル®

OptaneTM
メモリー
約16GB

HDＤ
約500GＢ

（5400回転/分）
＋

インテル®

OptaneTM
メモリー
約16GB

HDＤ
約2TＢ

（5400回転/分）
＋

インテル®

OptaneTM
メモリー
約16GB

HDD
約1TB

（5400回転/分）

HDD
約500ＧＢ

（5400回転/分）

ＤＶＤスーパーマルチドライブ
（ＤＶＤ-Ｒ/＋Ｒ ２層書込み対応）

ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

メーカー標準（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

OS

メモリ

ディスプレイ

USB
コネクタ

BD/DVD/
CDドライブ

HDMI
出力

ソフトウェア
パック

バッテリ

本体色

サウンド

オフィス
アプリ

ワイヤレス
機能

マウス

延長保証

内蔵
ストレージ

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

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

※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。　※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。

Microsoft
Office Personal

2019

Microsoft
Office Home ＆
Business 2019

SSD
約512GB（PCIe）

＋
HDD 約1TB

（5400回転/分）

SSD
約1TB（PCIe）

＋
HDD 約1TB

（5400回転/分）

SSD
約256GB（PCIe）

＋
HDD 約1TB

（5400回転/分）

SSD
約128GB（PCIe）

＋
HDD 約1TB

（5400回転/分）

プロセッサー

（     ）
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ストレージ構成は「SSD（PCIe）」、「HDD」、「SSD（PCIe）＋
HDD」、「HDD＋インテル® OptaneTM メモリー＊1＊2」の幅広
いラインアップをご用意。高速性と大容量をさまざまな組
み合わせから選択できます。

ストレージは「HDD」から「SSD（PCIe）」や「HDD+インテル® 
Optane™ メモリー＊1＊2」まで幅広く選択可能

＊1：「CoreTM プロセッサー」選択時。　＊2：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。

オリジナル

＊1：「15.6型ワイド液晶」搭載モデルにて選択可能。



パフォーマンスに優れたノートPCシンプルでスタイリッシュ。

ベーシックノートPCスリムボディに充実機能を満載。

ニーズに合わせてOfficeを選べる
「Microsoft Office Personal 2019」、「Microsoft Office Home &
Business 2019」、「Office なし」から
選択できます。

プロセッサーは、すばやい応答性の第7世代 AMD 
Aシリーズとコストパフォーマンスに優れたAMD 
EシリーズのAPUから選択可能。

高性能なグラフィックスプロセッサを内蔵し、オンライン
ゲームも快適に操作できる＊1、AMD Ryzen™ 7/5 プロセッ
サーを選択可能。快適なパフォーマンスを楽しめます。

先進プロセッサー搭載の快速レスポンスノートPC
プロセッサーやハードディスクの容量を選択可能。スリムなボ
ディは持ち運びやすく、家のさまざまな場所で利用できます。

快適なパフォーマンスのエントリーノートPC

（A） NEC Direct
オリジナルモデル

（B） NEC Direct
オリジナルモデル

高速DDR4メモリ8GBを選択可能
DDR4メモリ「8GB」を選択すれば、大容量データを一度にメ
モリに読み込んで、快適に処理できます。高解像度写真やHD
映像の編集作業などがスピードアップします。

すっきり収納できるコンパクトボディ
快適なパフォーマンス

スリムな引き出しにも収まる薄型ボディ。本体カラーは、カーム
ホワイト・カームブラックの2色から選択可能。

高度な演算処理能力と、Radeon™ 
Vegaシリーズ内蔵による画期的な
グラフィックス性能で、ライトなオンラ
インゲームも快適に楽しめます。＊1

2種類のAMD Ryzen™
モバイル・プロセッサーから選択可能

ストレージ構成は「SSD（PCIe）」、「HDD」、「SSD（PCIe）＋
HDD」の幅広いラインアップをご用意。高速性と大容量を
さまざまな組み合わせから選択できます。

ストレージはSSD、HDD、SSD＋HDDの
多彩な構成・容量から選択可能

省電力と高速データ転送を両立したDDR4メモリ「20GB」を
選択すれば、大容量データも快適に処理できます。

高速DDR4メモリ20GBを選択可能

Type-Cコネクタは上下の区別がない
ため、ケーブルの向きを気にせず簡単
に接続できます。

リバーシブル形状で使いやすい
USB 3.0 Type-C

 NS600/RAシリーズ　カスタマイズモデル

（R）

インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能。
文書作成やホームページ閲覧をしながら、ネット
動画を同時に楽しむことができます。

スリムなボディに、選べる性能。高性能プロセッサーや高
速SSDなどを用途に合わせて選択できます。

使いかたに合わせて選べるスリムノートPC

快適性能

オリジナル

オリジナル

オリジナル

Windows 10 Proを選択可能

オリジナル

オリジナル

大容量の16GBメモリ、高速なSSDまたは大容量のHDDな
ど、用途に合わせて選択できます。

大容量メモリ16GBや高速SSDを選択可能

ディスプレイを閉じると薄さ22.6mm＊1のスリムボディ。凹凸
の少ないフラットデザインで机の引き出しなどにもスムーズに
収納できます。

スリムボディ

＊1：突起部、バンプ部除く。

＊1：すべてのゲームの動作を保証するものではありません。また、快適さはゲームにより異なります。

＊1：すべてのゲームの動作を保証するものではありません。また、快適さはゲームにより異なります。

カスタマイズセレクション

OS

内蔵
ストレージ

メモリ

ディスプレイ

USB
コネクタ

BD/DVD/
CDドライブ

HDMI
出力

ソフトウェア
パック

バッテリ

本体色

ワイヤレス
機能

マウス

延長保証

AMD Ryzen™ 5 3500U 
プロセッサー

（2.10GHz/最大3.70GHz）
（4コア／8スレッド）

AMD Ryzen™ 7 3700U 
プロセッサー

（2.30GHz/最大4.00GHz）
（4コア／8スレッド）

Windows 10 Home Windows 10 Pro

SSD 約256GB（PCIe） SSD 約512GB（PCIe）

HDD 約1TB
（5400回転/分）

HDＤ 約2TＢ
（5400回転/分）

15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 
（Full HD：1920×1080ドット）

ＤＶＤスーパーマルチドライブ
（ＤＶＤ-Ｒ/＋Ｒ ２層書込み対応）

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

USB 3.0×2、USB 3.0(Type-C)×1

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

Bluetooth®

HDMI出力端子×1

リチウムイオンバッテリ（本体内蔵）

カームブラック

標準ソフトウェアパックミニマムソフトウェアパック

メーカー標準
（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

カスタマイズセレクション

OS

ハードディスク

メモリ

ディスプレイ

オフィス
アプリ

第7世代
AMD A6-9225 APU
（2.60GHz/最大3.00GHz）

（2コア）

第7世代
AMD A9-9425 APU
（3.10GHz/最大3.70GHz）

（2コア）

第7世代
AMD E2-9000 APU
（1.80GHz/最大2.20GHz）

（2コア）

Windows 10 Home Windows 10 Pro

Microsoft Office
Home & Business 2019

Microsoft
Office Personal 2019なし

15.6型ワイド
スーパーシャインビューLED液晶 
 (Full HD:1920×1080ドット）

15.6型ワイド
スーパーシャインビューLED液晶 
 (WXGA:1366×768ドット）

約500ＧＢ（5400回転/分） 約1TB（5400回転/分）

8GB4GB

※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。　※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。

ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）、Dolby Audioサウンド

※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。

20GB12GB8GB4GB

グラフィックス
プロセッサ

Radeon™
RX Vega 10 グラフィックス

Radeon™
Vega 8 グラフィックス

なし
Bluetooth®
BlueLEDマウス
（ホワイト）

Bluetooth®
BlueLEDマウス
（ブラック）

オフィス
アプリ

Microsoft Office
Home ＆ Business

2019

SSD 約512GB（PCIe）
＋

HDD 約1TB
（5400回転/分）

SSD 約256GB（PCIe）
＋

HDD 約1TB
（5400回転/分）

SSD 約128GB（PCIe）
＋

HDD 約1TB
（5400回転/分）

Microsoft
Office Personal

2019
なし

延長保証 メーカー標準（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

プロセッサー

プロセッサー

カスタマイズセレクション

OS

メモリ

オフィス
アプリ

インテル® Celeron®
プロセッサー 3865U
（1.80GHz）

（2コア／2スレッド）

第7世代
インテル® Core™
i3-7020U 
プロセッサー
（2.30GHz）

（2コア／4スレッド）
2.50GHz/
最大3.10GHz

（2コア／4スレッド）

2.70GHz/
最大3.50GHz

（2コア／4スレッド）

第7世代
インテル® Core™
i5-7200U 
プロセッサー

（　　　）

第7世代
インテル® Core™
i7-7500U
プロセッサー

（　　　）
Windows 10 Home Windows 10 Pro

Microsoft Office
Home & Business 2019

Microsoft
Office Personal 2019なし

ディスプレイ 15.6型ワイド LED液晶 （ノングレア） (WXGA:1366×768ドット）

内蔵ストレージ HDD 約1TB
（5400回転/分）

HDD 約2TB
（5400回転/分）

SSD 約256GB
（Serial ATA）

HDD 約500GB
（5400回転/分）

8GB4GB 16GB

※ソフトウェアパックは「ミニマムソフトウェアパック」となります。　※メモリの交換、増設はできません。

延長保証 メーカー標準（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

プロセッサー

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）

ブルーレイディスクドライブ（BDXLTM 対応）
（ＤＶＤスーパーマルチドライブ機能付き）

DVD/CD
ドライブ

BD/DVD/
CDドライブ
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AMD Ryzen™ プロセッサー搭載で快適な操作を
実現したハイスペックノートPC

高い演算処理能力と画期的なグラフィックス性能。



※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。　※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。

カスタマイズセレクション

なし
Microsoft

Office Personal
2019

Microsoft
Office Home ＆ Business

2019

Windows 10 Home Windows 10 Pro

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：1920×1080ドット）

13.3型ワイド フルフラット
スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル）
（Full HD：1920×1080ドット）

なし Bluetooth® BlueLEDマウス
（ブラック）

メーカー標準
（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

約128GB
（Serial ATA）

 約256ＧＢ
（PCIe）

約512ＧＢ
（PCIe）

約1TＢ
（PCIe）

なし

なし
SIMフリー

LTE(CA対応)/3G

クラシック
ボルドー フレアゴールド 8001

アニバーサリーメテオグレー

USB-LAN変換アダプタなし

VGA変換アダプタなし

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

（外付け）（USB接続）

microSDXCメモリーカード（UHS-Ⅱ）対応

標準ソフトウェアパック

USB 3.1×1、USB 3.1(Type-C)×1、USB 3.0(Type-C)×1

HDMI出力端子×1

リチウムイオンバッテリ（M）
（本体内蔵）

リチウムイオンバッテリ（L）
（本体内蔵）

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

4GB 8GB 16GB

延長保証

オフィス
アプリ

本体色

OS

プロセッサー

ディスプレイ

メモリ

SSD

DVD/CD
ドライブ

メモリーカード
スロット

USB
コネクタ

HDMI
出力

VGA出力

有線LAN

ソフトウェア
パック

バッテリ

ワイヤレス
機能

LTE/3G
ワイヤレス
WAN（    ）

マウス

第8世代 インテル®

Core™ i3-8145U
プロセッサー

（2.10GHz/最大3.90GHz）
(2コア／4スレッド）

第8世代 インテル®

Core™ i7-8565U
プロセッサー
1.80GHz/
最大4.60GHz

(4コア／8スレッド）
（       ）

第8世代 インテル®

Core™ i5-8265U
プロセッサー
1.60GHz/
最大3.90GHz

(4コア／8スレッド）
（       ）

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。

指ですばやくサインインできる
Windows Hello対応 指紋認証機能

デュアルチャネル対応の16GBメモリを選択すれば、大容量
データを一度にメモリに読み込んで、快適に処理できます。
高解像度写真の編集作業などもスピードアップします。

デュアルチャネル対応
大容量16GBメモリを選択可能

ストレージとして、高速データ転送と耐衝撃性に優れた「SSD」を
4種類の容量から選択可能。約256GB以上を選択すれば、PCIe
接続により起動やデータアクセスがさらに高速化します。

振動や衝撃に強く高速アクセス可能な
SSD（PCIe）を選択可能

高解像度のフルHD IPS液晶は、
タッチパネルあり・なしを選択可能

フルHD解像度で細かい文字もくっきり表示でき、斜めの角度か
ら見ても美しい映像を楽しめるIPS方式の13.3型ワイド液晶は、
タッチパネルあり・なしを選択でき、自分のスタイルで活用できます。

オリジナル

オリジナル

メインPCとして十分に使える
高性能・省電力クアッドコア・プロセッサーを選択可能

Windows 10 Proを選択可能

ニーズに合わせてOfficeを選べる
「Microsoft Office Personal 2019」、「Microsoft Office 
Home & Business 2019」、「Office なし」から選択できます。

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」を選択可能。
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。

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

PM750/NAシリーズ　PM550/NAシリーズ
カスタマイズモデル

※「8001アニバーサリー」モデルを除く「CoreTM i7/i5 プロセッサー」選択時。　※別途、SIMカード、通信キャリアとの
契約が必要です。

LTE対応モデルを選択すれば、いつでもどこでもインターネット
環境を利用できます。

どこでも快適にインターネットに接続できる
LTE対応モデルを選択可能

超軽量ボディに長時間駆動バッテリを
搭載。いつでもどこでも快適に利用
できます。

気軽に持ち運べて
どこでも使えるモバイルPC

インテル®

CoreTM i7 プロセッサー
クラシックボルドーメテオグレー フレアゴールド

気軽に持ち運べてどこでも使える
軽量・コンパクトボディ

狭額縁液晶を採用し、天面にカーボン素材を使用することで、
約837g＊1の軽量・コンパクトボディを実現。カバンに入れて
持ち運びやすいのはもちろん、飛行機や新幹線などの小さな
テーブルでも作業できます。

外出先や移動中でも、使いやすい。
アクティブな人を支えるプレミアムモバイルPC

どこでも、
最高のパフォーマンスを。

クラシックボルドー

8001アニバーサリー

打ちやすくいつまでも美しいこだわりのキーボード
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。

便利に使える変換アダプタを選択可能

＊1：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディス
プレイやテレビでの動作確認はしておりません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示され
ない、選択できない解像度もあります。

※選択肢によっては選べないカラーがあります。

オリジナル

VGA変換アダプタでVGA入力対応
の外付けディスプレイに画面表示。＊1

USB-LAN変換アダプタで有線LAN
に接続できます。

USB-LAN変換アダプタ

VGA変換アダプタ

スピーカから聞こえる音声の範囲を調整する「ミーティング機能」
を搭載。会議に複数人で参加するときはワイドに、1人のときは
PC正面のみにと簡単に変更できます。

オンライン会議が快適にできるミーティング機能

本体カラーには「クラシックボルドー」「フレアゴールド」「メテオ
グレー」に加え、NEC PC40周年記念の特別カラー「8001
アニバーサリー」も選べます。

特別カラーを含む4つのラインアップから選択可能

※「CoreTM i7 プロセッサー」選択時。

バッテリ（L）で長時間駆動が可能

※「8GB/16GBメモリ」選択時。　＊1：「CoreTM i7/ i5 プロセッサー」「8GBメモリ」「タッチパネルなし液晶」選択時。
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。

最長約20.0時間＊1の長時間バッテリ駆動を実現。モバイル
活用シーンがさらに広がります。

＊1：「タッチパネルなし液晶」「8GB/16GBメモリ」選択時。「タッチパネル搭載液晶」選択時は約941g、「CoreTM i5 
プロセッサー」「4GBメモリ」選択時は約785g、「CoreTM i3 プロセッサー」選択時は約783gとなります。質量は平均
値であり、記載の値と異なる場合があります。

※「8001アニバーサリー」モデル、「CoreTM i3 プロセッサー」選択時は「タッチパネルなし」となります。

Color variation

※「8001アニバーサリー」モデルは「CoreTM i7 プロセッサー」となります。
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Color variation

長時間バッテリ駆動が可能。外出先でも時間を気にせず使
えます。さらに、移動時のバッグ内などでの圧迫を想定した
試験もクリア。気軽に毎日持ち歩いて、好きな場所で使うこ
とができます。

安心して持ち運びできる
長時間バッテリ&堅牢ボディ

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。

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

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。

顔を向けるだけでサインインできる
「Windows Hello対応 顔認証機能」を選択可能

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」を選択可能

使うほどに、好きになる。

省電力と高性能を両立した「第10世代 インテル®  Core™ 
i7-10510Y プロセッサー」を選択すれば、軽量モバイルでありな
がら、高速で快適な操作を実現します。

第10世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサーを選択可能

NM750/RAシリーズ　NM550/RAシリーズ
NM150/RAW　カスタマイズモデル

インテル®

CoreTM i7 プロセッサー

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

いつものカバンに収まる軽量＆コンパクトボディ

コンパクトボディにフルHDの高解像度液晶を
搭載。しかも、視野角が広いIPS方式採用で、
斜めから見ても美しい映像を楽しめます。

フルHD・IPS液晶の鮮明・高精細な映像

本体カラーには「パールホワイト」「パールブラック」
「メタリックピンク」「ネイビーブルー」の4色をライン
アップ。お好みに合わせて選べます。

カラフルな4色の本体カラーから
個性に合わせて選べる

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

オリジナル

オリジナル

オリジナル

ニーズに合わせてOfficeを選べる
「Microsoft Office Personal 2019」、「Microsoft Office 
Home & Business 2019」、「Office なし」から選択できます。

Windows 10 Proを選択可能
ドメイン参加機能を含むネットワーク管理機能を持つ企業向けの
Windows 10 Pro、スタンダードなWindows 10 Homeと、用
途に合わせてOSをお選びいただけます。

大容量SSD 約1TB（PCIe）を選択可能

一日中持ち歩ける軽くタフなボディ。外出先でも時間を
気にせず使えます。

軽々持ち歩けて、一日中使える

デュアルチャネル対応の8GBメモリを選択すれば、大容量
データを一度にメモリに読み込んで、快適に処理できます。
※「CoreTM プロセッサー」選択時。

※「CoreTM プロセッサー」選択時。

デュアルチャネル対応
大容量8GBメモリを選択可能

衝撃に強く小型で軽量なSSDなら、電源オフからのOS起動や
アプリの起動をハードディスクより高速に行えます。

IPS液晶非IPS液晶

見る角度を変えても美しい！
広視野角のIPS液晶

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

IPS

メタリックピンクネイビーブルー

メタリックピンク

パールホワイト パールブラック

※2018年1月発表モデルとの比較。

オリジナル

オリジナル

Direct NM

カスタマイズセレクション

インテル®

Celeron®
プロセッサー
3965Y

（1.50GHz）
（2コア／2スレッド）

第10世代
インテル®

Core™ i5-10210Y
プロセッサー
1.00GHz/
最大4.00GHz

（4コア／8スレッド）
（     ）

第10世代
インテル®

Core™ i7-10510Y
プロセッサー
1.20GHz/
最大4.50GHz

（4コア／8スレッド）
（     ）

Windows 10 Home Windows 10 Pro

なし

12.5型ワイド LED IPS液晶
（広視野角・高輝度・ノングレア）
（Full HD：1920×1080ドット）

OS

4GB 8GBメモリ

ディスプレイ

USB 3.0×2、USB 3.0(Type-C)×1USB
コネクタ

DVD/
CDドライブ

HDMI出力端子×1HDMI
出力

ミニマムソフトウェアパック 標準ソフトウェアパックソフトウェア
パック

リチウムイオンバッテリ（本体内蔵）バッテリ

ネイビーブルー メタリックピンク パールホワイト パールブラック本体色

オフィス
アプリ

なし
Bluetooth®
BlueLEDマウス
（ホワイト）

Bluetooth®
BlueLEDマウス
（ブラック）

マウス

メーカー標準（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証延長保証

ワイヤレス
機能

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

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

約256GB（PCIe） 約512GB（PCIe） 約1TB（PCIe）SSD

※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。　※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。

Microsoft
Office Personal

2019

Microsoft
Office Home ＆
Business 2019

プロセッサー

VGA変換アダプタなしVGA出力

USB-LAN変換アダプタなし有線LAN

なし
DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

（外付け）（USB接続）

セキュリティ 指紋センサ(Windows Hello対応)なし　　　　　
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※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。　※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。

カスタマイズセレクション

延長保証

オフィス
アプリ

本体色

OS

プロセッサー

ディスプレイ

メモリ

SSD

DVD/CD
ドライブ

メモリーカード
スロット

USB
コネクタ

HDMI
出力

VGA出力

有線LAN

マウス

ソフトウェア
パック

バッテリ

ワイヤレス
機能

LTE/3G
ワイヤレス
WAN（    ）

ドック

なし
Microsoft

Office Personal
2019

Microsoft
Office Home ＆ Business

2019

第8世代 インテル®

Core™ i3-8145U
プロセッサー

（2.10GHz/最大3.90GHz）
（2コア／4スレッド）

第8世代 インテル®

Core™ i5-8265U
プロセッサー

（1.60GHz/最大3.90GHz）
（4コア／8スレッド）

Windows 10 ProWindows 10 Home

ブラック

ミニマムソフトウェアパック

なし

LAN変換アダプタ USB Type-Cドックなし

VGA変換アダプタなし

SIMフリー
LTE

（CA対応）/3G
なし

microSDXCメモリーカード対応

USB 3.1（Type-C）（Thunderbolt™ 3対応）×1
USB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0×2

HDMI出力端子×1

リチウムイオンバッテリ（本体内蔵）

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

Bluetooth®

8GB4GB

約256GB
（PCIe）

約512GB
（PCIe）

約128GB
（PCIe）

13.3型ワイド LED液晶
（ノングレア）

（WXGA：1366×768ドット）

13.3型ワイド LED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度・

ノングレア）
（Full HD：1920×1080ドット）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

（外付け）（USB接続）

なし USB光センサーマウス
（ブラック）

メーカー標準
（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

USB Type-Cドックなし

カスタマイズセレクション

OS

SSD

本体色

メモリ

オフィス
アプリ

第8世代 インテル®

Core™ i5-8265U
プロセッサー

（1.60GHz/最大3.90GHz）
（4コア／8スレッド）

第8世代 インテル®

Core™ i7-8565U
プロセッサー

（1.80GHz/最大4.60GHz）
（4コア／8スレッド）

Windows 10 Home Windows 10 Pro

Microsoft Office
Home & Business 2019

Microsoft
Office Personal 2019なし

なし

ディスプレイ 14.0型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 （Full HD：1920×1080ドット）

約256GB（PCIe） 約512GB（PCIe） 約1TB（PCIe）

パールホワイト パールブラック ネイビーブルー

8GB 16GB4GB

※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。　※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。

延長保証 メーカー標準（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

プロセッサー

カスタマイズセレクション

OS

メモリ

オフィス
アプリ

インテル® Celeron® プロセッサー N4100
（1.10GHz/最大2.40GHz）

（4コア／4スレッド）

インテル® Celeron®
プロセッサー 4205U
（1.80GHz）

（2コア／2スレッド）

Windows 10 Pro

Microsoft Office
Home & Business 2019なし

なし あり

10.1型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶
（WUXGA：1920×1200ドット）

（広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル）

内蔵ストレージ 約128GB（eMMC）

4GB

※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。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。　※メモリの交換、増設はできません。

延長保証 メーカー標準（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

ＤＶＤスーパーマルチドライブ
（DVD-Ｒ/＋Ｒ ２層書込み対応）（外付け）（USB接続）

DVD/CD
ドライブ

デタッチャブル
キーボード

ディスプレイ

プロセッサー

インテル® CoreTM i5
プロセッサー

時・場所を問わず快適に使える
コンパクトで堅牢なボディのモバイルPC

新たなワークスタイルに、フル対応。

NEC Direct オリジナルモデル

（X）

コンパクトボディに高性能スペックやセキュリティ機能を
搭載。外出先でも通信が可能なLTEや拡張ドックなどを選択
できるフレキシブルなモデルです。

さまざまなニーズに応える先進モバイル

NEC Direct オリジナルモデル

コンパクトで堅牢なボディ
狭額縁液晶なのでコンパクト。軽量性と高い剛性を兼ね備
えたカーボン素材を採用することで、持ち運びやすく堅牢な
ボディを実現しました。満員電車内などでの圧迫を想定した
150kgf*1の面加圧試験*2や机の高さから落ちた場合を想定
した落下試験*2もクリアしています。

LTE対応モデルを選択可能
LTE対応モデルを選択すれば、いつでもどこでもインターネット
環境を利用できます。
※別途、SIMカード、通信キャリアとの契約が必要です。

＊1：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。　＊2：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。

USB Type-Cドックを選択可能
さまざまな周辺機器との接続を可能にする拡張ドックを選択可
能。複数のUSBコネクタ、有線LANコネクタやDisplayPortコネ
クタといった各種ポートを搭載。

スマートデバイスへの急速充電、ディスプレイ出力もできる
USB 3.1（Type-C）（ThunderboltTM 3対応）コネクタ×1、
USB 3.0（Type-C）コネクタ×1に加え、USB 3.0コネクタ×2、
HDMI出力端子、イーサネット拡張コネクタなどを標準搭載。

USB 3.1（Type-C）（ThunderboltTM 3対応）コネクタなど
豊富なインターフェイスを搭載

Windows Helloに対応した指紋認証
機能を搭載。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。

指ですばやくサインインできる
Windows Hello対応 指紋認証機能

ホームモバイルPCスマホのつづき、パッと手軽に。

2 in 1モバイルPCPCとしても、タブレットとしても。

スリム＆コンパクトなので、リビングのあちこちへ
持ち運んで活用できます。画面は大きく見やすい
14.0型ワイド フルHD液晶で動画鑑賞も快適です。

電源オンでサッと使える快適なホームモバイルPC。
あなたに最適なスペックをリーズナブルに選べます。

すぐに使える手軽さが魅力。リビングに最適なPC！ お好みに合わせてスペックを選べる
大容量SSDや高性能プロセッサーなど幅広い選択肢をご用意。
最適なパフォーマンスをお選びいただけます。

延長保証を最大5年間まで延ばせて安心
リビングにちょうどいいサイズの画面とボディ

通常は1年間で終了するメーカー保証を、最大5年間に延長で
きます。使い慣れたものを使い続けられる安心の保証です。

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。

スマホ感覚で使えるタブレットから本格的に使えるノート
PCへ。楽しみながら創造力も伸ばせる2 in 1モバイルPC

お子さまの成長に合わせて長く使える

「タッチパネル」／「デジタイザーペン」

簡単に脱着できるコンパクトキーボード。持ち運びしやすい
タブレットと、オールマイティに使えるノートPCをTPOに合わ
せて使い分けできます。

「デタッチャブルキーボード」を選択可能

LTEに標準で対応しているので、いつでもどこでもインター
ネット環境を利用できます。
※別途、SIMカード、通信キャリアとの契約が必要です。

LTEに標準対応

オリジナル

オリジナル
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外観・インターフェイス

※選択肢により異なる場合があります。　＊1：27型ワイド液晶選択時のディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時。23.8型ワイド液晶選択時は186.9（D）、332.8（H）mmになります。　＊2：「テレビ機能」選択時。　＊3：転倒・落下などを防止するため、ひもなどでパソコン本体を壁面、
または台へ固定することをおすすめします。　＊4：27型ワイド液晶選択時。23.8型ワイド液晶選択時は、541.4（W）mmになります。　■質量　27型ワイド液晶選択時：約10.4kg、23.8型ワイド液晶選択時：約9.3kg（平均値。質量は記載の値と異なる場合があります）

（正面）（背面）（左側面） （右側面）

186.3mm（D） 615.4mm（W）＊4　

361.1mm（H）＊1

WebカメラHDMI入力端子
アンテナ入力端子＊2
ケーブルホルダー
miniB-CASスロット＊2
USB3.1コネクタ×2または
USB2.0コネクタ×2
USB3.0コネクタ
LANコネクタ
DCコネクタ

内蔵マイク

＊1

転倒防止穴＊3

メモリースロットカバー

USB 3.0コネクタ

SDメモリーカードスロット

ヘッドフォン／ヘッドフォン
マイク端子

USB 3.0コネクタ
（パワーオフUSB充電機能対応）電源スイッチ

BD/DVD/CDドライブ

※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。　※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。

メーカー標準
（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

標準ソフトウェアパックミニマムソフトウェアパック

アイソレーションキーボード

ファインホワイト ファインブラック

カスタマイズセレクション

内蔵
ストレージ＊1

メモリ

ＵＳＢ 3.1×2、ＵＳＢ 3.0×3ＵＳＢ 3.0×3、ＵＳＢ 2.0×2USB
コネクタ

ワイヤレス
機能

SDXCメモリーカード（UHS-Ⅱ）対応メモリーカード
スロット

ソフトウェア
パック

本体色

延長保証

OS

ディスプレイ

プロセッサー

キーボード

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

Bluetooth®

Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応
（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、

Bluetooth®

HDMI入力端子×1

テレビ機能 なし
地上・BS・
110度CS

シングルチューナ

地上・BS・
110度CS

ダブルチューナ

SSD

HDD

インテル®

OptaneTM メモリー 約16GB 

約256GB
（PCIe）

約1TB
（高速7200回転/分）

約500GB
（高速7200回転/分）

約512GB
（PCIe）

約3TB
（5400回転/分）

約1TB
（PCIe）

約4TB
（5400回転/分）

約32GB 

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：1920×1080ドット）

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：1920×1080ドット）

オフィス
アプリ

Microsoft
Office Home ＆ Business

2019

Microsoft
Office Personal

2019
なし

Windows 10 Home Windows 10 Pro

32GB16GB8GB4GB

BD/
DVD/CD
ドライブ

DVD
スーパーマルチドライブ
（DVD-Ｒ/+Ｒ ２層書込み対応）

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

グラフィックス
プロセッサ インテル® UHD グラフィックス

HDMI
入力

インテル®

Celeron®
プロセッサー
5205U

（1.90GHz）
（2コア／2スレッド）

第10世代
インテル®

Core™ i7-10510U
プロセッサー
1.80GHz/
最大4.90GHz

（4コア／8スレッド）
（     ）

第10世代
インテル®

Core™ i5-10210U
プロセッサー
1.60GHz/
最大4.20GHz

（4コア／8スレッド）
（     ）

第10世代
インテル®

Core™ i3-10110U
プロセッサー
2.10GHz/
最大4.10GHz

（2コア／4スレッド）
（     ）

27型ワイド液晶や高音質スピーカ、デジタルTVダブル
チューナ、第10世代 クアッドコアCPU、大容量メモリ
などを選択可能。最高峰のエンターテインメントを楽し
める１台です。

先進の性能を快適に使えるオールインワンPC

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」
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。＊1

ストレージはSSD＊1、SSD＋HDD、HDD＋イン
テル® OptaneTM メモリー＊2、SSD+インテル®

OptaneTM メモリー＊2など多彩な構成や大容量も選択可能

オリジナル

ストレージ構成は「SSD（PCIe）＊1」、「HDD」、「SSD（PCIe）＋HDD」
に加え、「HDD＋インテル® OptaneTM メモリー＊2」、「SSD+イン
テ ル® OptaneTM メ モリー＊1＊2」、「SSD+HDD+イン テ ル® 
OptaneTM メモリー＊2」など幅広いラインアップをご用意。高速
性と大容量をさまざまな組み合わせから選べます。例えば、
「SSD（PCIe）＋HDD」選択時は、SSDがCドライブの構成となり、
OS起動などを高速化します。

2番組同時視聴・録画も実現できる
テレビ機能

テレビ機能で「デジタルTVダブルチューナ」を選択すれば、2
番組の同時視聴や、2番組同時にフルHD解像度で約16倍録
画＊1も可能です。

HA970/RAシリーズ　HA700/RAシリーズ
HA770/RAシリーズ　HA370/RAシリーズ
カスタマイズモデル

インテル® 
CoreTM i7 プロセッサー

第10世代 インテル® Core™ i7 プロセッサーを
選択可能

省電力にもかかわらず、クアッドコアに対応した「第10世代 
インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー」
を選択可能。負荷のかかる高画質動画の再
生や編集も高速で行えます。また、「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。

Windows 10 Proを選択可能 オリジナル

オリジナル

ドメイン参加機能を含むネットワーク管理機能を持つ企業向けの
Windows 10 Pro、スタンダードなWindows 10 Homeと、用途
に合わせてOSをお選びいただけます。

インテリア性の高い「カフェボードデザイン」
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。画面サイズは、27型ワイドと23.8型
ワイドの2種類から選択できます。

PCをゲーム機のモニターとしても使える
「HDMI入力端子」
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。

ファインブラック

ファインホワイト
27型ワイド

ファインホワイト
23.8型ワイド

ファインブラック
27型ワイド

ファインブラック
23.8型ワイド

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。

Color variation

＊1：「テレビ機能なし」選択時のみ。　＊2：「CoreTM プロセッサー」選択時。お客さまのデータなどの保存用には
使用できません。

画面から音が聞こえる
「Crystal Sound Display」または
「ヤマハ製ステレオスピーカ」を選択可能

「Crystal Sound Display」は、液晶前面の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。また、「ヤマハ製ステレオスピーカ」を
選択すれば、豊かな低音を奏でるサウンドを楽しめます。

「Microsoft Office Personal 2019」、「Microsoft Office 
Home & Business 2019」、「Office なし」から選択できます。

ニーズに合わせてOfficeを選べる

ヤマハ製 AudioEngine™を搭載
「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。

※快適にご視聴いただくために、SmartVision以外のアプリを終了してからご利用になることをおすすめします。
＊1：「ダブルチューナ」選択時。ダイレクトモード比。約16倍の長時間録画が可能なのは、BS・110度CSデジタル放送の
場合。地上デジタル放送は約11倍録画となります。　※「テレビ機能なし」を選択した場合、リモコンは付属しません。

×2 最大約

フルハイビジョン録画

倍

＊1

＊1：あらかじめ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。
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538.6mm（W）

373.9mm（H）＊1

23.8型ワイド（正面）

※選択肢により異なる場合があります。　＊1：ディスプレイ最縮時。最伸時は483.9（H）mmとなります。　＊2：「NVIDIA® GeForce® GT 730」選択時は、DisplayPort×2となります。　＊3：ワイヤレスLAN選択時は1つは占有済となります。　
■本体質量：約5.3kg（平均値。質量は記載の値と異なる場合があります）　

外観・インターフェイス

291mm（D）

358mm（H）

159mm（W）

89mm（W）

BD/
DVD/CD
ドライブ

マイク入力端子
ヘッドフォン/
ヘッドフォンマイク端子
USB 3.0（Type-C）コネクタ（左側面） （正面）

SDメモリーカードスロット

（背面）

オーディオ出力端子
シリアルポート
PS/2マウスコネクタ
PS/2キーボードコネクタ
LANコネクタ

PCI Express
（x1）スロット＊3

PCI スロット

USB 2.0
コネクタ×4

PCI Express
（x16）スロット＊2

アナログ
RGBコネクタ

DisplayPort×2

USB 3.0コネクタ×2
USB 3.1コネクタ×2

カスタマイズセレクション

※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。

Windows 10 Home Windows 10 Pro

HDＤ 約2TB
（高速7200回転/分）
＋ インテル®

OptaneTM 
メモリー 約16GB

HDＤ 約1TB
（高速7200回転/分）
＋ インテル®

OptaneTM 
メモリー 約16GB

HDＤ 約2TB
（高速7200回転/分）

HDD 約1TB
（高速7200回転/分）

HDD 約500GB
（高速7200回転/分）

SSD
約256GB
（PCIe）
＋
HDD
約1TB
高速

7200回転/分（      ）

SSD
約512GB
（PCIe）
＋
HDD
約1TB
高速

7200回転/分（      ）

SSD
約1TB
（PCIe）
＋
HDD
約1TB
高速

7200回転/分（      ）

SSD
約256GB
（PCIe）
＋
HDD
約2TB
高速

7200回転/分（      ）

SSD
約512GB
（PCIe）
＋
HDD
約2TB
高速

7200回転/分（      ）

SSD
約1TB
（PCIe）
＋
HDD
約2TB
高速

7200回転/分（      ）

Microsoft
Office Home ＆ Business

2019
Microsoft

Office Personal 2019なし

なし HDMI入力端子
（「23.8型ワイド フルHD液晶」に搭載）

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

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

SDXCメモリーカード対応

USB 3.1×2、USB 3.0×2、USB 3.0（Type-C）×1、USB 2.0×4

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 630
NVIDIA®

GeForce® GT 730

延長保証

ソフトウェア
パック

オフィス
アプリ

BD/
DVD/CD
ドライブ

メモリーカード
スロット

グラフィックス
プロセッサ

USB
コネクタ

HDMI
入力

内蔵
ストレージ

OS

プロセッサー

ディスプレイ

メモリ

標準ソフトウェアパックミニマムソフトウェアパック

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）

インテル®

Celeron®
プロセッサー
G4930
 （3.20GHz）

（2コア／2スレッド）

23.8型ワイド LED
IPS液晶（ノングレア）

（Full HD：1920×1080ドット）
（HDMI入力端子付き）

23.8型ワイド
デュアルディスプレイ
（左記）×２

なし

32GB16GB8GB4GB

ワイヤレス
機能

メーカー標準（1年間） PC3年間保証 PC4年間保証 PC5年間保証

なし DisplayPort-HDMI変換アダプタHDMI
出力

（      ）

第9世代
インテル®

Core™ i3-9100
プロセッサー
3.60GHz/
最大4.20GHz

（4コア／4スレッド）
（      ）

第9世代
インテル®

Core™ i5-9500
プロセッサー
3.00GHz/
最大4.40GHz

（6コア／6スレッド）
（      ）

第9世代
インテル®

Core™ i7-9700
プロセッサー
3.00GHz/
最大4.70GHz

（8コア／8スレッド）
（      ）

第9世代
インテル®

Core™ i9-9900
プロセッサー
3.10GHz/
最大5.00GHz

（8コア／16スレッド）

8コアCPUや大容量32GBメモリ、デュアルディスプレイ、
高性能グラフィックスプロセッサなど、ユーザのニーズに
幅広く応えながら省スペースボディも実現しました。

幅広くカスタマイズできるコンパクトタワーPC

インテル® OptaneＴＭ メモリー*1にも対応、
高速&大容量を自在に選べるストレージ

ストレージ構成は「HDD」、「SSD（PCIe）＋HDD」に加え、「HDD
＋インテル® Optane™ メモリー＊1」も選べる幅広いライン
アップをご用意。高速性と大容量をさまざまな組み合わせ
から選べます。例えば、「SSD（PCIe）＋HDD」選択時は、SSDが
Cドライブの構成となりOS起動などを高速化、「HDD＋
インテル® Optane™ メモリー＊1」選択時は、頻繁にアクセス
するアプリやデータが、インテル® Optane™ メモリー＊1に
自動で保存（キャッシュ）されるので、すばやく起動できます。

8コア／16スレッドの第9世代 Core™ i9から
Celeron® までプロセッサーを幅広く選択可能

高性能プロセッサーからコストパフォーマンスに優れたプロ
セッサーまで、ニーズに合わせて選べる幅広いラインアップを
ご用意しています。

ブルーレイ視聴や大容量データの保存ができる
BDXL™対応ブルーレイディスクドライブを
選択可能

高画質なブルーレイディスクタイトルを
大画面で楽しめます。また、ディスク1枚に
大容量データの保存もできます。

インテル® 
CoreTM i9 プロセッサー

NEC Direct オリジナルモデル

見やすいノングレアでスリムベゼルの
23.8型ワイド液晶、ブルーライト低減機能も搭載

光の反射を抑えながら鮮やかさも実現した液晶。広い視野
角とフルHDの高精細表示、また、約1mmのスリムベゼルで
映像に集中しやすく快適に作業ができます。さらに、ブルー
ライト低減機能とフリッカーフリー（ちらつき抑制）設計に
より、目への負担が少なく見やすい画面表示も実現。1台は
もちろん、デュアル（2台）、ディスプレイなしも選択できる
自由度の高いセレクションです。

快適な3Dアプリパフォーマンスを実現する
高性能グラフィックスプロセッサ NVIDIA®
GeForce® GT 730 グラフィックスを選択可能

高い描画性能を発揮するGPUを選択可能。OpenGL 4.4を
サポートし、これからCADや3DCGを始めるライトユーザや、
ヘビーユーザにも最適なパフォーマンスを提供します。

DIMMスロット×4基搭載。メモリ32GB（8GB×4）を選択したり、
空きスロットを確保して将来のメモリ増設に備えることもできます。

大容量メモリ32GB（8GB×4）を選択可能

豊富な拡張性を持ちながら、スリムで奥行きも少ない
コンパクトなボディ。省スペースで設置できます。

省スペースのスリムデザイン

高速転送USB 3.1やUSB 3.0（Type-C）コネクタ、
豊富なPCIスロットを備えた高い拡張性

＊1：「NVIDIA® GeForce® GT 730」選択時は、PCI Express x16スロットは占有済みとなります。
＊2：ワイヤレスLAN選択時は、PCI Express x1スロットの空きは1つとなります。

＊1：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。

USB 3.1コネクタ×2、USB 3.0コネクタ×2、USB 3.0
（Type-C）コネクタ×1、USB 2.0コネクタ×4を装備。
さまざまな周辺機器を接続して活用できます。また、
PCI Express x16スロット×1＊1、PCI Express x1スロット
×2＊2も搭載。ニーズに合わせていろいろな拡張カードを
利用できます。

高速11ac対応無線LAN(最大867Mbps)＋
Bluetooth®の快適な通信機能も選択可能

4K映像の出力に対応したグラフィック性能
DisplayPortに、市販の４Ｋ表示対応ディスプレイを接続
すれば、高精細な4K映像の視聴を簡単に楽しめます。Windows 10 Proを選択可能

ドメイン参加機能を含むネットワーク管理機能を持つ企業
向けのWindows 10 Pro、スタンダードなWindows 10 
Homeと、用途に合わせてOSをお選びいただけます。

「Microsoft Office Personal 2019」、「Microsoft Office 
Home & Business 2019」、「Office なし」から選択できます。

ニーズに合わせてOfficeを選べる

マルチディスプレイサポート、23.8型＋23.8型の
大画面デュアルディスプレイを選択可能

ディスプレイは左右90度回転できるピボット機能を搭載。
横2台、縦2台どちらの構成でも表示可能です。目立たない
スリムベゼルなので、1つの画面のように便利に使用できます。

左右どちらにも回転可能スタンドの高さを自由に調節可能

ハイスペック・コンパクトタワーPC
大人心を満足させるパフォーマンス。
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NEC Directでのご購入に関するお問い合わせ・ご相談 NEC Direct
コールセンター

NEC Directなら24時間・365日＊1お好きなときにご注文いただけます。お電話でのご購入相談も受け付けております。
＊1：システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

〈携帯電話可能〉 ※電話番号をよくお確かめの上おかけください。
0120-944-500

祝日・ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日は
休業させていただきます。

受付時間／9:00～19:00
＊1：事前に無料のお客様情報登録（保有商品の登録含む）が必要です。 登録方法の詳細につきましては、パソコン添付のマニュアルをご覧ください。
＊2：Webサイトで24時間いつでも引取修理のお申し込みが可能です。詳しくはhttp://121ware.com/support/repair/ をご覧ください。
※サービス内容は予告なく変更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。　
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

0120-977-121フリーコール

03-6670-60000570-000-121 へおかけください。（ナビダイヤル）または

PC3・4・5年間保証長くつきあう
パソコンだから、
保証期間は
より長くしたい

※本商品の詳細・ご購入につきましては、ホームページをご覧ください。

http://nec-lavie.jp/shop/service/warranty/メーカー保証 引き取り修理 保証期間を最大5年間まで延長!!

●もしものときに備えて、保証期間を3・4・5年間に延長　●メーカー保証範囲内の故障なら何度でも無償で引取修理OK
●あんしん保証では火災や落雷などの天災、落下や水こぼしなど取扱い不注意による破損・損傷にも対応します。　
●指定業者によるパソコンの引取＆お届けで安心

テクニカルサポート＊1（使い方相談、故障診断・修理受付）

9:00～19:00 受付
時間

受付
時間 24時間受付

Web修理受付＊2

※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）

お好みに合わせてスペックを選択!

「カスタマイズ」だから
得られる満足感

LAVIE Direct DT カスタマイズの一例 

OS

光学ドライブ ソフトウェアパック TV機能 ディスプレイ

CPU ストレージ

オーダーメイド感覚でお客様仕様の１台を。 
用途やご予算に応じたパソコンがご購入いただけます。

あなた好みの
パソコンが完成!

メモリ

Windows 10 Pro
NVIDIA®
GeForce®
GT 730

32GBメモリ

HDD 約2TB
+

インテル® 

Optane™ 
メモリー 約16GB

第9世代
インテル® Core™

i9-9900
23.8型ワイド
LED IPS液晶
（ノングレア）

（　　　　　）Full HD:
1920×1080ドット 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

技術的なお問い合わせ・アフターサポート 121コンタクトセンター

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。

http://121ware.com/eco/ecofirst/

NEC Direct 2020春モデル
カスタマイズモデルカタログ 2020.1

0120-944-500
NEC Direct コールセンター

http://nec-lavie.jp/shop/
今すぐこちらから手に入れよう

〈携帯電話可能〉※電話番号をよくお確かめの上おかけください

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
指定休日は休業させていただきます。

LAVIE Direct ガイドブック

2020.1カスタマイズモデルカタログ

NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目１４番１号 秋葉原ＵＤＸhttp://nec-lavie.jp/shop/ 2020.1

このカタログの記載内容は2019年12月現在のものです。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。




