
快適にそして安心して… 一人ひとりのデジタルライフが広がる、新バリュースター。�

個性で選ぶデスクトップ�
VALUESTAR［バリュースター］�



映像、画像、音楽。そしてインターネットやホームネットワーク・・・。そんな一人ひとりのニーズに応える新バリュースター。�

多彩な先進機能を備えていることはもちろん、気軽に使いこなせる工夫で、�

インターネットをはじめデジカメ写真の編集や、オリジナルDVDの作成も手軽で快適に楽しめます。�

初めて使う方にも、使い慣れた方にもおすすめの安心・快適パソコンです。�

�

TVを観る。録る。自在に楽しめる。�
SoundVu搭載高輝度

液晶ディスプレイで美

しい映像とサウンドを

堪能。「SmartVision」

により多彩なTV視聴・

録画を楽しめます。�

→詳しくはP.12-13へ�「SmartVision」�

あなたにやさしい、NECのパソコン。�

DVDを創る。観る。快適に楽しめる。�
撮りためたテープを簡

単操作でDVDにダビング。

デジカメ写真のスライド

ショーを加えたり、BGM

を加えたりとオリジナル

DVDを手軽に作れます。�

→詳しくはP.14-15へ�「SmartHobby」�

やりたいことがスムーズにこなせる。�
カンタン操作で目当て

のソフトにアクセスでき

る「ソフトナビゲーター」

のほか、電子ガイドやマ

ニュアルなど親切装備

が充実。�

→詳しくはP.10-11へ�

「ソフトナビゲーター」�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP02



ソフトウェアを試してから

ご利用いただける「ソフト

チョイス サービス」をはじ

め、きめ細かいサポートも

ご用意しています。�

�

→詳しくはP.16-17へ�「ソフトチョイス サービス」�

充実のサービス＆サポート。�

P.08 - 09

気軽にパソコンライフを楽しもう！�
スタイリッシュPC

P.04 - 05

映像を遊ぶ、音を楽しむ�
先進のAVクリエイトPC

P.06 - 07

先進機能で多彩に使える�
ハイグレードPC

P.18 - 19ソフトウェア一覧�

わたしのPC、VALUESTAR

P.20 - 21仕様一覧�

P.22 - 23ラインアップ�

P.10 - 17

PCとつながるHDDビデオレコーダ�
ホームAVサーバ AX20

本カタログ掲載商品のほかに�

ホームサーバPC VALUESTAR TX、�

ホームAVサーバ AX20のラインアップが�

あります。専用カタログをご覧ください。�

PCとつながるHDDビデオレコーダ�
ホームAVサーバ AX20

あなたのデジタルライフが変わる！�
ホームサーバPC

。�

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 03
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ゴースト補正後�※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。�

サブ画面�

メイン画面�

ゴースト補正前�
※効果をわかりやすくするためのイメージ写真です。��

自在にTV視聴が楽しめる、�

パソコンならではの多彩なTV機能を満載。��

�

電子番組表からカンタン録画予約、見ている番組を一時停止させ

たり、巻き戻したり、録画したりできます。また、外出先から携帯電

話などで遠隔録画予約も可能です。楽しい先進機能が満載の

「SmartVision」について、詳しくは13ページをご覧ください。�

パソコン本体とディスプレイ、ダブルTVチューナ搭載で�

2画面がモニタできる。裏番組の録画もOK。�
「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載�

 TVボード」により、美しい画像が堪能できる。�

映像の美しさにこだわるVALUESTAR Tは、ハードウェア処理によ

り高画質で安定したTV視聴や録画・再生を実現しています。「ハー

ドウェアMPEG２リアルタイムエンコーダ搭載TVボード」は、色のに

じみを抑える３次元Y/C分

離機能やゴースト現象を軽

減するゴーストリデューサ機

能を搭載。さらに、色の変

動を抑え、目ざわりなノイズ

を除去するデジタルノイズリ

ダクション機能も備えており、

鮮明で美しいTV映像をお

楽しみいただけます。�

TV放送（地上波）はもちろん�

BS・110度CSデジタル放送の視聴も可能です。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （VT970/6D）�

�

�

�

VALUESTAR Tは本体だけでなくディスプレイにもTVチューナを

搭載しています。見たい番組が同じ時間に重なった時など、メイン

画面上にサブ画面を表示

できるので、サッカー中継を

見ながら裏番組のプロ野

球中継をチェックしたり、裏

番組の録画が可能です。

メイン画面とサブ画面の切

り替えも自在。もちろんディ

スプレイのみで、TVとしても

ご使用いただけます。�

�

�

�

�

VT970/6Dなら、パソコン本体にBS・110度CSデジタルチューナ

を内蔵しているので、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送

もご覧いただけます。もちろん、放送中の番組の一時停止、巻き戻

し再生のほか、録画中でも最初のシーンからプレイバックできる追っ

かけ再生や、タイムシフト録画機能により開始シーンをさかのぼっ

て録画することも可能。見たいシーンを逃しません。�

� （VT970/6D、VT900/6D）�

映像と音楽を極める。�
エンターテイメントを自在に操る。�

「ハードウェアMPEG2�
  リアルタイムエンコーダ搭載TVボード」�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP04



＊1：24ページの「ご購入の前に」の「他社製デジタルビデオカメラの連携について」をあわせてご覧ください。�

充実のインターフェイス�

PS/２マウスコネクタ�

マイクロフォン端子�
�
USB コネクタ×3

光デジタルオーディオ�
（S/PDIF）出力端子�

PS/２キーボード�
コネクタ�

LAN コネクタ�

地上波TV&�
データボード�

電話回線用�
モジュラコネクタ�

電話機用�
モジュラコネクタ�

パラレルコネクタ�

アナログRGBコネクタ�

DVI-Iコネクタ�

BS・110度CSデジタル�
チューナボード�
（VT970/6Dのみ）�

IEEE１３９４コネクタ�
                 （４ピン）�

音声入力端子�
�

音声出力端子�
�

ディスクトレイ�
イジェクトボタン�

DVDマルチプラス�
ドライブ　または�
DVDマルチドライブ�

デュアルメモリー�
スロット�

PCカードスロット�

スタビライザ�

電源スイッチ�

USBコネクタ×2

HTテクノロジ  インテル® 
Pentium® ４プロセッサ�3GHz

512MB

約250GB
DVDマルチプラスドライブ�
（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）�

17.5型ワイド�
SoundVu/TVチューナ搭載�

C P U

メモリ �

H D D

CD/DVDドライブ�

ディスプレイ�

VT970/6D

HTテクノロジ  インテル® �
Pentium® ４プロセッサ�2.60C GHz

256MB

約160GB
DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM/R/RW）�

17.5型ワイド�
SoundVu/TVチューナ搭載�

C P U

メモリ �

H D D

CD/DVDドライブ�

ディスプレイ�

VT900/6D

HTテクノロジ  インテル® �
Pentium® ４プロセッサ�2.40C GHz

256MB

約160GB
DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM/R/RW）�

17型ワイド�
SoundVu搭載�

C P U

メモリ �

H D D

CD/DVDドライブ�

ディスプレイ�

VT700/6D

高輝度デジタルTFT液晶�

高輝度デジタルTFT液晶�

高輝度デジタルTFT液晶�

TVが見られるVALUESTAR Lもあります。詳しくは、P.8～9へ�

IEEE１３９４コネクタ�
（４ピン）�

SoundVu®

搭載�

スピーカ 一体型ディスプレイ�

迫力ある大画面で�

明るくクリアなＴＶ映像が楽しめる。（VT970/6D、VT900/6D）�

ディスプレイに搭載のTVチューナで、パソコン本体の電源は入れ

なくても、ディスプレイだけで迫力あるTV映像を楽しめます。また

Ｄ４端子を備えているので、市販されているチューナと接続すれば

ＢＳ/ＣＳデジタルハイビジョン放送も見ることができます。ＴＶやＤＶ

Ｄ鑑賞時には「VISUAL」ボタンを押せばより明るくクリアな映像

を楽しめます。�

複数の作業も余裕でこなす�

最新の高性能CPUを採用。�

フロントパネル下方部分に集中配置した、�

使いやすいインターフェイス環境。�

最新高速CPUハイパースレッディングに対応したHTテクノロジ

インテル® Pentium® 4プロセッサ3GHz＊1
�
を搭載。

複数のアプリケーションを同時に実行した場合の

パフォーマンスやシステム応答性が高まり、これま

でにないマルチタスクを実現します。 ＊1：VT970/6D

インターフェイス関係をフロントパネル下方部分にも配置し、使い

やすさが向上しています。USB2.0やIEEE1394コネクタ＊1
�
が前面

にあり、各種デジタル機器とスムーズに連携できます。さらに、SD

メモリーカードとメモリースティックが利用できる「デュアルメモリー

スロット」を新搭載。PCカードスロットと合わせて、デジタルカメラ

やその他多種多様な周辺機器との接続が可能です。�

�

�

�

英国NXT社のフラットパネルスピーカシステム「SoundVu」を搭載。

エキサイターでディスプレイ前面パネル全体を振動させ、それ自体

をスピーカとする画期的なメカニズムとリア部に搭載したサブウーファ

により、臨場感あふれる音響空間を創造。迫力あるサウンドが楽し

めます。�

臨場感あふれる音響空間を創る�

新スピーカシステム「SoundVu」搭載。�

�

 すべてのＤＶＤフォーマットをサポートする�

「DVDマルチプラスドライブ」搭載。（VT970/6D）�

すべてのDVDフォーマット（DVD-RAM、DVD-R 、DVD-RW、DVD+R、

DVD+RW）に対応したDVDマルチプラスドライブを他に先駆けて

いち早く搭載。状況に応じてそれぞれのDVDフォーマットを選択で

きます。DVD+RWは、デジタルビデオカメラなどから一度ハードディ

スクにデータを落とす手間をかけ

ることなく直接スピーディな保存

が可能。DVD-RAMは、フロッピー

感覚で大容量データを保存でき

ます。自分のアイデア次第で多彩

なオリジナルDVDを作れます。＊2
�
�

大容量ハードディスクで余裕のＴＶ録画。�

カンタン操作で気軽に編集・保存。�

�
余裕の長時間録画が可能な大容量約250GB＊1

�
ハードディスクに、

「SmartVision」を使って、気になるＴＶ番組をどんどん蓄積し、簡

易編集。DVD-RやDVD-RWなどのメディアに保存が行えます。�
＊1：VT970/6Dの場合。VT900/6D、VT700/6Dは約160GBです。�
※：DVD-RやDVD-RW、DVD+R/DVD+RWに保存したビデオは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭
載パソコンで再生できますが一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、
ディスクやプレーヤの状態により再生できないことがあります。�

＊1：2003年5月現在パソコンでの採用（当社調べ）。�
＊2：24ページの「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。�

DVDマルチプラスドライブ�
搭載パソコン�

世界初！！�＊1
�
�

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 05



＊１：カートリッジ式のメディアは使用できません。カートリッジ無し、あるいはメディア取り出しの可能なカートリッジ式�

    でメディアを取り出してご利用ください。�

�

高度な性能と最新の多彩な機能が�
使う人の感性に心地よく応える。�

ドラッグ＆ドロップで使える便利な�

DVD-RAMをサポートするDVDマルチドライブ。�

�

�

�

DVDマルチドライブがサポートするDVD-RAMは、大容量データを

扱う時に最適な記憶メディア。フロッピーディスクドライブのように

簡単にドラッグ＆ドロップで、データ保存ができ非常に手軽です。も

ちろんDVD-R/RW、CD-R/RWへ

の書き込みや読み込みもできます。

家庭用のDVDビデオレコーダで録

画したDVD-RAM＊１メディアの再

生もOK。収納スペースを取らず、

多彩な楽しみも提供してくれます。�

映像編集や画像編集など高度な作業も快適にこなす�

最新CPU ハイパースレッディングテクノロジ対応�

HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ搭載。�

1つのCPUで2つのソフトウェアスレッドを並列処理できるハイパー

スレッティングテクノロジを採用したインテルの最新高速CPU、HT

テクノロジインテル® Pentium® 4プロセッサ

2.40C GHz搭載。メモリは最大2GBまで増

設＊１でき、ハイパフォーマンスを要求する映像

編集、イラスト制作やコンテンツ制作にも優

れた処理スピードで作業もより快適です。�
＊１：1GBのメモリを2枚実装した場合。�

スムーズな画像表示を実現する高速グラフィック�

アクセラレータRADEON TM�  9100搭載。�

�

�

�

�

AGPスロットに、３Dグラフィックを多用

するゲームなどの画像処理に威力を

発揮する高速グラフィックアクセラレー

タATI社製RADEONTM9100を搭載。

リアルな美しい画面で３Dゲームやイ

ンターネットストリーミングが楽しめます。�

多彩な先進機能満載のハイグレードPC。�

クリエイティブライフを楽しむために洗練された�

ニューデザイン。�

�

�

�

�

フロントを彩るバーチカルライン、シンボリッ

クなブルーのインジケータ・ランプなど、モ

ダンな彫刻を想わせる斬新なフォルムの

ボディに先進の高性能テクノロジを凝縮

しました。VALUESTAR Cの新フォルム

が多彩なパソコンライフを刺激します。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP06



充実のインターフェイス�

高解像度デジタルTFT液晶�

HTテクノロジ インテル®
 �

Pentium® ４ プロセッサ�2.40C GHz

256MB

約160GB
DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM/R/RW）�

17型�

C P U

メモリ �

H D D

CD/DVDドライブ�

ディスプレイ�

VC500/6D

＊１：USB2.0対応の周辺機器との接続時の性能です。�

高速LANを実現するギガビットイーサネット対応。�

安心してブロードバンドが楽しめるファイアウォール。�

膨大な映像データを保存可能な�

約160GBの大容量ハードディスク。�

�

�

�

�

�

VALUESTAR Cは、約160GBの

大容量ハードディスクを搭載。音

楽ファイルやデジカメ画像をはじめ、

大容量を必要とするデジタルビデ

オの動画データなども充分に保存

できます。�

メモリースティック＊１　�

電子アルバムを作成� スライドショーを楽しむ�

SDメモリーカード＊2　�

＊１：メモリースティックにつきまして、詳しくは右記のサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com�
＊2：SDメモリーカードに関するお問い合わせは、パナソニックお客様ご相談センター０１２０-８７８-３６５�
     （受付９：００～２０：００）まで。http://panasonic.jp/sd/�

※マジックゲートメモリースティックの著作権保護機能、メモリースティックPROには対応しておりません。�

SDメモリーカードとメモリースティックに対応した�

「デュアルメモリースロット」搭載。�

�

�

�
デジタルカメラや携帯型オーディオプレーヤなど、パソコンの楽し

みが増えるいろいろな周辺機器との接続ニーズに応え、「デュア

ルメモリースロット」を搭載しました。携帯型オーディオプレーヤなど

各種AV機器とのメモリーカードを通しての連携も可能になり、イン

タラクティブな世界が広がります。また、デジタルカメラで取り込ん

だ画像は、そのまま添付のソフト「SmartHobby」でフォトライブラリー

として管理できますので、いつでも見たい写真を電子アルバムや

スライドショーで楽しむこともできます。�

デュアルメモリースロット�

�

�

�

100BASE-TXをさらに10倍に高速化したギガビットイーサネット

1000BASE-Tにいち早く対応。1000BASE-Tは、既存のLANケー

ブルによるネットワークをそのままギガビット化できるので、動画

など大容量データの送受信をスピーディに実現できます。また、

100BASE-TX/10BASE-Tにも対応していますので、1000BASE-

T以前のネットワークにもそのまま使用することができます。さらに、

安心してブロードバンドを楽しむためにファイアウォールソフト

「PCGATE Personal Ver2.0」やウイルス駆除ソフト「Norton�

AntiVirus 2003」もプリインストールしています。�

デュアルメモリースロットやUSB2.0など充実のインターフェイス。�

さらに使いやすさに配慮したフロントアクセス。�

�

�
従来のUSB端子とも互換性がある最大

480Mbps＊1の高速でデータ転送を可能

にするインターフェイスUSB2.0を搭載。

IEEE1394コネクタとともにデジタルビデ

オカメラやプリンタなどの周辺機器とも

幅広く連携することが可能です。さらに、

水平に差し込めて使いやすい「デュア

ルメモリースロット」を新たに搭載。PCカードスロットとならんでデジ

タルカメラやその他のAV機器とのデータのやり取りがスムーズに

行えます。また、使い勝手を考慮して、インターフェイス群をフロント

パネル下方部分に配置しました。�

＊１：ドルビーデジタル５.１チャンネルサラウンド対応のDVDビデオ再生時に有効です。�

※Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。�

シンプルで美しいラウンドフォルムの�

17型高解像度液晶ディスプレイ。�

�
美しくきめ細かな画像をお楽しみいただ

ける17型SXGAの高解像度液晶ディス

プレイ。角が丸みを帯びたラウンドフォル

ムで、シンプルかつ洗練されたデザイン

を採用しています。より大きな画面で、映

像を美しく描き出す高解像度の素晴らし

さを実感してください。また、DVD再生プレーヤソフト「InterVideo®

WinDVD® 4 for NEC」と内蔵のステレオスピーカや通常のステ

レオヘッドフォンにより、DVDビデオの臨場感がアップ。ドルビーバー

チャルスピーカ機能＊1、ドルビーヘッドフォン機能＊1による臨場感あ

ふれる5.1chサラウンドが楽しめます。�

PS/２マウスコネクタ�

マイクロフォン端子�
�

USB コネクタ×3

光デジタルオーディオ�
（S/PDIF）出力端子�

PS/２キーボード�
コネクタ�

LAN コネクタ�

電話回線用�
モジュラコネクタ�

電話機用�
モジュラコネクタ�

パラレルコネクタ�

アナログRGBコネクタ�

DVI-I コネクタ�

IEEE１３９４コネクタ�
　　　　　（４ピン）�

音声入力端子�
�

音声出力端子�
�

ディスクトレイ�
イジェクトボタン�

DVDマルチドライブ�

デュアルメモリー�
スロット�

PCカードスロット�

スタビライザ�

電源スイッチ�

USBコネクタ×2

IEEE１３９４コネクタ�
（４ピン）�

SmartHobby

写真のデジタルビデオカメラはGR-DVP9（別売）です。�
日本ビクター株式会社お客様ご相談センター�
フリーダイヤル ０１２０-２８２８-１７�
携帯電話、PHSからのご利用は�
東京 ０３-５６８４-９３１１　大阪 ０６-６７６５-４１６１�
�
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ソフトナビゲーター�

写真のデジタルカメラはIXY DIGITAL 400（別売）です。�
キヤノンお客様相談センター�
全国共通電話番号0570-01-9000（デジタルカメラ該当番号71）�
受付時間［平日］9：00～20：00［土・日・祝］10：00～17：00�
（１月１日～１月３日を除く）�

やさしさと使いやすさが�
わたしのパソコンライフを広げる。�

DVDビデオが観られる�

パソコンの楽しみが、さらに深まる。�

�

�

�

コンサートの生中継をインターネットストリーミングで楽しんだり、

DVDビデオを見たり、好きな曲を集めてオリジナル音楽CD
＊１

�を作っ

たり。VALUESTAR Lはコンパクトなボディに多彩な機能を凝縮。

あなたの毎日を楽しく豊かにするフレンドリーなパソコンです。�

カンタン操作で、DVDビデオ創りに挑戦できる。�
　　　　　　　　　　　 （VL700/6D、VL570/6D、VL350/6D）�

�
�

自分で撮ったデジタルビデオや録りためたVHSビデオテープ
＊１

�の中

から手元に残しておきたい映像などを「SmartHobby」でパソコン

に取り込み、簡単にDVD-R/DVD-RWにダビング
＊2

���できます。また、

デジカメ写真をDVDに保存して、家庭用のDVDプレーヤを使って

大画面で写真スライドショーを鑑賞するなど楽しみ方の可能性は大

きく広がります。
＊3

����
＊1：アナログ映像入力端子のある VL700/6D、VL570/6Dのみ対応。�
＊2：24ページの「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。�
＊3：DVD-RやDVD-RWに保存したビデオは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭載パソコンで再生でき
ますが、一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、ディスクやプレーヤの
状態により再生できないことがあります。�

カンタン操作でご希望のソフトが使える�

快適サポートの「ソフトナビゲーター」。�

楽しさ広がり頼りになる�

VALUESTARのソフトウェア。�

�

�

�

いろいろなソフトウェアを試して選べる「ソフトチョイス サービス」
＊1

�

をはじめ、デジタルビデオカメラ映像やデジカメ写真を簡単に取り

込んだりDVDに書き込める
＊2

�「SmartHobby」、ウイルスからパソコ

ンを守るワクチンソフト「Nor ton Ant iV i rus 2003」など、

VALUESTARを買ったその日から本格的に使える豊富なアプリケ

ーションソフトをあらかじめ添付。ほかにも生活、趣味、遊び、ビジネ

ス…など、多彩で魅力あるソフトウェアを取りそろえています。�

�

�

�

わかりやすいアイコン＆アニメーション表示の「ソフトナビゲーター」

をご用意しています。パソコンに不慣れな方でもインターネットや

文書作成など、やりたいことを選ぶだけで最適なソフトへご案内し

ます。また、一度「お気に入

り」にソフトを登録するとア

イコンをクリックするだけで

立ち上がり、とても便利です。�

＊1：24ページの「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。�

＊1：「ソフトチョイス サービス」の詳細についてはP16をご覧ください。�
＊2：VL300/6Dは除く�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP08
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VHSテープ�
Hi8テープ�

デジタルカメラ�

デジタル�
ビデオカメラ�

DVD完成�



充実のインターフェイス�

インテル® 
Celeron® プロセッサ�2GHz

256MB

約160GB
DVD-R/RWドライブ�

17.5型ワイド�
SoundVu /TVチューナ搭載�

C P U

メモリ �

H D D

CD/DVDドライブ�

ディスプレイ�

VL700/6D

VL570/6D

VL350/6D

VL300/6D

高輝度デジタルTFT液晶�

インテル® 
Celeron® プロセッサ�2GHz

256MB

約120GB
DVD-R/RWドライブ�

17型��

C P U

メモリ �

H D D

CD/DVDドライブ�

ディスプレイ� �
高解像度デジタルTFT液晶�

インテル® 
Celeron® プロセッサ�2GHz

256MB

約80GB
マルチプレードライブ�
（CD-R/RW with DVD-ROM）�

15型��

C P U

メモリ �

H D D

CD/DVDドライブ�

ディスプレイ� デジタルTFT液晶�

インテル® 
Celeron® プロセッサ�2GHz

256MB

約120GB
DVD-R/RWドライブ�

15型��

C P U

メモリ �

H D D

CD/DVDドライブ�

ディスプレイ� デジタルTFT液晶�

ディスクトレイ�
イジェクトボタン�

電源スイッチ�

3.5インチフロッピー�
ディスクドライブ�

DVD-R/RWドライブ�
または�

マルチプレードライブ�

光デジタルオーディオ�
（S/PDIF）出力端子�

USBコネクタ�

PCカードスロット�

IEEE１３９４コネクタ�
（４ピン）�

DVI-Iコネクタ�

PS/２マウスコネクタ�

マイクロフォン端子�
USB コネクタ�

×2

PS/２キーボードコネクタ�

地上波TV&データボード�
（TV モデルのみ）�
電話機用�
モジュラコネクタ�

パラレルコネクタ�

IEEE１３９４コネクタ（４ピン）�

音声入力端子�
音声出力端子�

電話回線用�
モジュラコネクタ�
LANコネクタ�

 DVDステーション�

SoundVu®

スピーカ 一体型ディスプレイ�

搭載�

英数字が大きく見やすく。さらに�

ワンタッチスタートボタンなど、よく使うスイッチ類を配置。�

抜群の音響が冴えるスピーカシステム「SoundVu」と�

2画面の同時表示が可能なダブルTVチューナ搭載。�
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　                         　　　　　 （VL700/6D）�

英国NXT社のフラットパネルスピーカ技術「SoundVu」を利用し

たスピーカ一体型ディスプレイをパソコン業界で初めて開発。エ

キサイターにより、ディスプレイパネル全体を振動させて音を出し、

音と映像が融合。音の広がりや臨場感を向上し、迫力あるサウン

ドが楽しめます。また、パソコン本体とは別に、

ディスプレイにもTVチューナを搭載していま

すので、見たい番組が重なった時など、メイ

ン画面上にサブ画面を

表示し、2画面同時に楽

しむことができます。�

キーボードの英数字の刻印が大きく見やすくなりました。また、キー

ボードには、メールやインターネットをすぐ立ち上げられるワンタッチ

スタートボタンや、ボタンを押すだけでCDを

聴いたり、DVDを見ることができるCD/DVD

プレーヤボタンを配置しています。使い勝手

がよくカンタン操作でご利用いただけます。�

親切なソフトウェアやマニュアルが、�

知りたい気持ちに応えます。�

初心者の方にもやさしく、パソコンやインターネットの基本的な操

作が学べるソフトウェア「パソコンのいろはII 」や、添付のソフトウェ

アの使い方を学べる電子マニュアル「ぱそガイド」などやさしくあ

なたをサポートします。また見やすくわかりやすいマニュアル冊子

「快適パソコン生活Book」や操作を忘れたときも知りたいことが

すぐ探せる「クイック操作シート」、映像が豊富なDVDでナビゲー

トする「DVDステーション」なども付いていますので、安心快適な

パソコンライフをお楽しみいただけます。�

TVの楽しみ方を拡げる「SmartVision」で�

多彩な視聴を簡単に楽しめます。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （VL700/6D、VL570/6D）�

添付ソフト「SmartVision」により、お目当てのシーンまでさかのぼっ

て録画することができるタイムシフト録画やTV視聴中の一時停止

機能、早送り/追っかけ再生機能など、多彩で便利な機能がご利

用いただけます。また、160GBの大容量ハードディスクを内蔵する

TV機能搭載モデル
＊1

�の

場合、最大約136時間の

録画
＊2

� が可能。DVD -

R/RWドライブを利用して、

録画番組のDVD保存も

簡単に行えます。さらに使

い勝手のよいリモコンも

添付しています。�
 ＊1：VL700/6D　＊2：長時間録画モードでの録画の場合です。映像の内容および利用状況によって、前後する場合�
があります。�

先進のハードウェア処理により、�

優れた画質でTVを録画＆再生します。 �
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（VL700/6D、VL570/6D）�

VALUESTAR Lでは、VL700/6D、VL570/6Dの２モデルにTV機

能を搭載。「ハードウェアMPEG２リアルタイムエンコーダ搭載TV

ボード」を内蔵しており、色の変動を抑え目ざわりなノイズを除去す

るデジタルノイズリダクション機能や輪郭の揺らぎを抑えるタイムベー

スコレクタ機能により、美しいTV映像がご覧いただけます。�

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 09



�

ソフトナビゲーター�

クイックメニューがワンタッチで表示できる�
ソフトナビゲーターで使いたいソフトに一直線�

●ソフトナビゲーター クイックメニュー�

やりたいことがスムーズにこなせる。簡単、安心、快適
あなたにやさしい、NECのデスクトップパソコン。�

（全モデル添付）�「ソフトナビゲーター」だから・・・�

迷わず使えて便利で快適�

インターネットや文書作成などあなたがパソコンでしたいことを直

感的に選んでいくだけ。カンタンな操作であらかじめインストールさ

れているソフトにサッとアクセスできます。目的だけでなく、ソフト名

やソフト一覧からも検索できたり、最近使ったソフト、マニュアルな

どがすぐに呼び出せたりと便利な機能を備えています。「ソフトナ

ビゲーター」はわかりやすいアイコン＆アニメーション表示で、操作

がカンタン。初めてパソコンを触る方でも安心です。�

「ソフトナビゲーター」はクイックメニュー表示も可能です。一度お気

に入りに登録したアプリケーションソフトは、アイコンをクリックするだ

けですばやく立ち上

がります。やりたいこ

とがすぐにできるので

VALUESTARを快

適に使いこなすこと

ができます。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP10



PCGATE Personal Ver2.0
Copyright © 2000-2003�
Zone Labs, Inc. All rights reserved.
※すべてのセキュリティを保証するものではありません。�

不正アクセス防止�

ファイア�
ウォールソフト�

ホームネットワークアシスタント�

「ホームネットワークの診断」�
●正しく設定できているかを診断。
安心してホームネットワークが使
えます。�

「はじめてホームネットワークをつくる」�
●機器同士の接続方法を図で説
明します。�

●プロバイダやルータなどの設定は、�
マウスクリックで選択するだけで
自動設定を行います。�

「ホームネットワークのはなし」�
●必要な機器などをわかりやすく図�
入りで説明します。�

も、VALUESTAR自慢の基本性能。�

ぱそガイド�

（全モデル添付）�NECならではの親切なマニュアルが満載だから…�

すぐに学べるすぐわかる�

●機能充実の学習ソフトと電子マニュアル�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

パソコンやインターネットの基本的な操作を学べるソフトウェア「パ

ソコンのいろは 」や添付ソフトの使い方を学べる電子マニュア

ル「ぱそガイド」をご用意。画

面にマニュアルを表示しながら

ソフトウェアの使い方を習得し

ていただくこともでき、初心者

の方でも安心です。�

●参照しやすい小冊子マニュアル�

一番最初にパソコンをセットアップする時には「はじめにお読みくだ

さい」をご覧ください。トラブルで困った時のために「困ったときの

Q＆A」もご用意しています。また、パソコンの設定や周辺機器の

設定方法を記載した「パソコン機能ガイド」やパソコンの活用シー

ンがわかる「快適パソコン生活Book」をご用意しています。さらに「ク

イック操作シート」は、うっかり操作を忘れてしまった時、知りたいこ

とをすばやく調べることができる便利なシートです。VALUESTAR

には、充実したマニュアル類が添付されているので安心・快適な

パソコンライフをお楽しみいただけます。�

Norton AntiVirus 2003
Copyright © 2003 �
Symantec Corporation, All rights reserved.

（全モデル添付）�

※すべてのセキュリティを保証するものではありません。�

ハッカー＆ウイルス対策で…�

インターネットも安心、快適�

●ウイルス対策�

インターネットを通じて感染すること

の多いコンピュータウイルスの感染

チェックを定期的に行い、万一、ウイ

ルスに感染している時はそれを駆除

できる「Norton AntiVirus 2003」な

どのワクチンソフトを添付しています。�

�

●セキュリティ�

パソコンの楽しみを大きく広げてく

れる便利なインターネットも、うっか

りすると不正アクセスを受ける心配

があります。VALUESTARは全機

種にファイアウォールソフト「PCGATE 

Personal Ver2.0」をインストール＆

設定済。外部からあなたのパソコン

をのぞき見られる心配がなく、安心

してインターネットを活用できます。�

（全モデル添付）�「ホームネットワークアシスタント」だから…�

らくらくブロードバンド設定�

ホームネットワークを使って複数のパソコン同士を結び、プリンタ

などの周辺機器も共有。さらに、インターネットも同時に楽しみたい。

そんな時にどんな準備が必要かを学んだり、どこから設定を始める

かについてグラフィカルな画面でご紹介。プロバイダやルータなど

の設定は、順番にクリックするだけで自動設定します。また、ホーム

ネットワークに問題が発生した場合の診断機能もあり、とても便利

なソフトウェアです。�

パソコンのいろは II

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 11



VALUESTAR Tに内蔵の「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載TVボード」�

「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載TVボード」内蔵だから…�

映像を美しく楽しめる�

VALUESTAR Tシリーズ（VT970/6D、VT900/6D、VT700/6D）�
VALUESTAR Lシリーズ（VL700/6D、VL570/6D）�

新スピーカシステム「SoundVu」搭載　17.5型ワイド液晶ディスプレイだから…�

迫力あるサウンドと映像が楽しめる�

（VT970/6D、VT900/6D、VT700/6D＊1�、VL700/6D）�
＊1：VT700/6Dのみ17.5型ではなく17型ワイド液晶ディスプレイとなります。�

�映像とサウンドの融合�
新スピーカシステム搭載�

＊1：VALUESTAR Tのみ�
※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。�

※効果をわかりやすくするためのイメージ写真です。�

エキサイター�

３次元Y/C分離処理前� ３次元Y/C分離処理後�

タイムベースコレクタ処理前� タイムベースコレクタ処理後�

ゴースト補正前� ゴースト補正後�

TVを観る。録る。自在に楽しめる。�
画質にこだわるNECのパソコンで美しく鮮明なTV視聴を。�

よりハイクオリティなTV映像をお届けするために、VALUESTAR

では「ハードウェアMPEG２リアルタイムエンコーダ搭載TVボード」

を内蔵。ハードウェア処理により高画質で安定したTV視聴や録画・

再生を実現しています。TVの二重映りを防ぐゴーストリデューサ機

能
＊1

�や、ちらつきや色のにじみを抑える３次元Y/C分離機能
＊1

�、外

部入力時の輪郭の揺らぎを抑えるタイムベースコレクタ機能、さら

には色の変動を抑え目ざわりなノイズを除去するデジタルノイズリ

ダクション機能も備えており、鮮明で美しいTV映像をお楽しみい

ただけます。�

●映像とサウンドの融合。新スピーカシステム「SoundVu」�
英国NXT社のフラットパネルスピーカ技術「SoundVu」を利用した

スピーカ一体型ディスプレイをパソコン業界で初めて開発。エキサ

イターによりディスプレイ前面パネルを振動させ音を出し、ディスプレ

イ全体をスピーカに、迫力あるサウンドが楽しめます。このシステム

により、さらに音の広がりや臨場感を向上。また、リア部には、低音

域をパワフルに再現する「サブウーファ」を内蔵し音のリアリティと

ワイドレンジを確保しています。�

�

●大画面できれいな映像、自然なサウンドを快適に楽しむ�
高輝度の17.5型ワイド液晶ディスプレイなら美しい映像も迫力たっ

ぷり。ディスプレイ前面をつややかなアクリルパネルでカバーし、美

しい光沢感を保ちながらも反射を抑え、よりクリアな明るく見やすい

画面を実現しました。TVやDVDビデオ鑑賞時には「VISUAL」ボタ

ンを押せばより明るくクリアな画像を楽しめます。また、ディスプレイ

のパネル全体から音楽が広がる「SoundVu」と「サブウーファ」が

奏でるクオリティサウンドにより、画像と音が融合した臨場感たっぷ

りの映像が楽しめます。�

SoundVu®

スピーカ 一体型ディスプレイ�

搭載�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP12



SmartVis ion

＊1：電子番組表（EPG）はテレビ朝日系列の放送局から1日10回ほど、TVの電波を通じて10分間程度送られてきます。
EPGの取得には、その間受信しつづける必要があります。　�

＊1：一時停止できる時間はご購入時の状態で5分間です。5分を過ぎると一時停止した場面から再生が始まります。　�
＊2：本機能は番組中に流れるテロップや音声出力の有無に重み付けを行い、番組を短縮します。従って番組の種類や
番組のテロップ、音声の扱い方により、お客様の意図した短縮再生にならない場合があります。�

「SmartVision」だから…�

TVがとことんおもしろい�

●電子番組表（EPG）＊1
��

ブックマーク�

SmartVision　電子番組表（EPG）�

■抽出条件�
・キーワード�
・ジャンル�
・曜日�
・時間帯　�
・優先度　�
  など�

■録画条件�
・使用HDD領域�
・画質モード　�
  など　�

TV放送�

録画番組�
抽出�

条件設定画面�

※録画容量があらかじめ設定しておいたHDD容量以上になった場合は、�
　古い録画番組から自動的に削除します。�

 おまかせ録画�
 条件を設定�
（初回のみ）�

おまかせ録画のしくみ�

VALUESTAR Tシリーズ（VT970/6D、VT900/6D、VT700/6D）�
VALUESTAR Lシリーズ（VL700/6D、VL570/6D）�

HDDに自動録画�

●時間になったら�

電子番組表�
受信�

シーンインデックス�

�

●TVをエンジョイするための「SmartVision」�

TVを見たり、ハードディスクへの番組録画に使う「SmartVision」

によって、大容量ハードディスクに長時間録画ができるので、ビデ

オとは違い気になったTV番組をどんどんハードディスクに蓄積。

録画した番組をDVDドライブを使ってDVDに保存することもでき

るのでとても便利。また、「今のシーン、録画すればよかった」とい

うシーンまで、さかのぼって録画するタイムシフト録画やTV視聴の

一時停止機能
＊1

�、早送り／追っかけ再生機能、巻き戻し機能、短

縮再生機能
＊2

�など、多彩な機能が利用可能です。さらに便利なリ

モコンも添付しています。�

●ながら視聴�

「SmartVision」でパソコンのTVをスリ

ムモードに設定すればTVを見ながら、

同時に、インターネットにアクセスし、関

連するTV番組を見ながら楽しむことが

できます。�

●その瞬間に、即、飛べるシーンインデックス・ブックマーク機能�

録画中に、これはと思うシーンをリモコンでチェック。再生時に、そ

のシーンをすぐ探せるシーンインデックス機能と、お気に入りのシー

ンに印を付けて頭出しできるブックマーク機能があります。�

●おまかせ録画機能�

あらかじめ「サッカー」「ドラマ」といったジャンルや出演者などのキー

ワードを指定しておけば、「SmartVision」が自動的に電子番組表

から該当する番組を抽出し、録画することができます。�

●リモートTV機能（VALUESTAR Tシリーズ）�

リモートTV機能を利用することにより、VALUESTAR Tシリーズで

録画した番組やライブ放送を、ホームネットワーク上のTVチューナ

のないパソコンからも楽しむことができます。さらに、

VALUESTAR Tで受信したEPG（電子番組表）を参照したり、録

画予約したりすることもできます。�

おもしろそうな番組を新聞のテレビ欄でチェックするようにパソコン

上でチェックできます。テレビ電波にのせて送られてくる番組情報を

パソコンの画面に

一覧表示。ドラマ

や映画といったジャ

ンルや、出演者の

名前で番組を検

索することができ、

録画予約は表示

された番組をクリッ

クするだけです。�

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 13



�

デジタルビデオカメラ映像�

「SmartHobby」で�
簡単取り込み&DVD作成�
�

お気に入りの�
音楽CDをBGMに�デジカメ写真�

DVD完成�

●BGM入りのオリジナルDVDも制作できる。�

「SmartHobby」を使ってデジカメ写真とデジタルビデオカメラ映

像をまとめて1枚のDVDに作成することができます。さらに音楽

CDの好きな曲を写真スライドショーのBGMにしたり、DVDメニュー

のタイトルを編集したりして完成度の高いオリジナルDVDを作れ

ます。たとえば仲間との楽しい海外旅行の際、デジタルビデオカメ

ラで撮った映像やデジタルカメラで撮った画像に、旅行先で手に

入れたお気に入りの音楽CDをBGMにして、旅行の思い出を1枚

のDVDにまとめて収録することができます。�

DVD作成時間比較�

高画質・短時間DVD作成を実現する�
「NEC MPEG2プラグイン Ver.2」�

デジタルビデオカメラ映像をDVDにダビングする際に使用するソフトウェア
MPEG2エンコーダが新しくなりました。あらたに可変ビットレート（VBR）やハ
イパースレッディングテクノロジに対応し、従来に比べてさらなる高画質化
を実現しました。また、リアルタイムMPEG2エンコーディングに対応している
ほか、DVDマルチプラスドライブ搭載モデルではデジタルビデオ映像やVHS
ビデオテープなどのアナログ映像をDVD+RWにダイレクトに書き込むことが
できるので、DVD作成時間の大幅な短縮を実現しました。�
※デジタルビデオカメラで撮影した映像は新ソフトウェアMPEG2エンコーダ（NEC MPEG2プラグイン Ver.2）、
VHSビデオテープなどの外部入力からの映像はTVボードのハードウェアMPEG2エンコーダを使用しています。�

時 間�

＜NEC MPEG2プラグイン Ver.2＞�

＜NEC MPEG2プラグイン Ver.2とDVD＋RW＞�

ビデオ取込�

ビデオ取込／�
MPEG2変換�

MPEG2変換�

ビデオ取込／MPEG2変換／�
DVD書込�

DVD書込�

DVD書込�

�

※DVD-RやDVD-RW、DVD＋R/DVD＋RWに保存したビデオは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭�
　載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。�
　また、ディスクやプレーヤの状態により再生できないことがあります。�

まとめて1枚の�
DVDに収録�

できあがったものをDVDプレーヤで再生�

ビデオやBGM付き�
写真スライドショーを満喫�

※本グラフは目安です。パソコンのスペックやDVD書込み速度により作成時間が異なる場合があります。�

＜通常の�
DVD作成＞�

＊1：24ページの「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。　＊2：DVDメディアへの
書き込みはVL300/6Dを除きます。 　＊3：アナログ映像を取込めるのは、パソコン本体にビデオ入力端子のあるモ
デルとなります。 （VT970/6D、VT900/6D、VT700/6D、VL700/6D、VL570/6D）　＊4：AV機器に接続するため
の接続ケーブルが別途必要です。 

SmartHobby

2.「SmartHobby」を起動して�
　ダビング開始ボタンをクリック�

できあがり�

DVDを創る。観る。快適に楽しめる。�
お気に入りの映像や音を満喫する、NECのエンタテイメント・ワールド。�

1.デジタルビデオカメラやアナログビデオ機器を接続＊4��

VHSビデオデッキなどの�
アナログビデオ機器�デジタルビデオカメラ�

撮影した�
デジタルビデオ�
テープ�

「SmartHobby」だから…�

オリジナルDVDが手軽に作れる＊1

� �

●簡単ダビングでDVDをすばやく作成。�

今まで撮りためたデジタルビデオやVHSビデオ＊ 3などの映像をDVD

にすばやくダビングできます。DVDで保存することで映像が経年変

化で劣化する心配がなくなります。また、保存スペースが大幅に縮

小できるため、残しておきたい記念の映像を保存するのに最適です。�

（全モデル添付）
＊
 
2
�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP14



＊1：アナログ映像を取り込めるのは、パソコン本体にビデオ入力端子のあるモデルとなります。（VT970/6D、VT900/6D、VT700/6D、VL700/6D、VL570/6D） ＊2：DVDへの書き込みはVL300/6Dを除く全モデル対応。＊3：映像データを再生する場合は、ネットワークの環境によっては、再生映像が途切れたり、再生できない場合があります。�

DVD-RAMが使える「DVDマルチドライブ」など記録型DVDドライブ搭載だから…�

オリジナルDVDを楽しく作って遊べる＊1

� �

●これ1本でクリエイティブなパソコン生活が始められます。�
　写真、ビデオ、音楽が響き合うNECおすすめの編集ソフト「SmartHobby」。�

SmartHobbyは写真、ビデオ、音楽コンテンツを簡単に活用する

ためのソフトウェアです。写真や映像、音楽を取り込んだり、加工

して、完成した作品を各種DVD-R/DVD-RWやCD-R/CD-RW

に保存することができます。また、ホームネットワークでつながれた

他のパソコンにある画像のスライドショーや映像の再生
＊3

��など手軽

に楽しめます。�

VALUESTARに、充実したDVDライフを満喫できるＤＶＤマルチド

ライブを搭載＊ 2しました。1台でDVD-RAM、DVD-R、DVD-RWの3

種類の規格に対応。DVD-RAMは、フロッピーディスクドライブのよ

うにドラッグ＆ドロップの簡単操作で大容量データの保存や書き換

えができます。また、DVD-R、DVD-RWは、撮りためたビデオテープ

のＤＶＤへのダビング＊ 3や、デジタルビデオカメラの映像、デジカメの

写真、音楽ＣＤなどから、「SmartHobby」を使い、取り込み、編集を

手軽に実現。オリジナルＤＶＤの作成を思いのままに楽しむことがで

きます。さらに、DVDのすべてのフォーマット（DVD-RAM、DVD-R、

DVD-RW、DVD+R、DVD+RW）に対応したDVDマルチプラスドラ

イブを搭載したモデル＊ 4もご用意しました。�

※各機種の搭載ドライブについてP.22～23のラインアップをご覧ください。�
＊5：DVD-RAMの場合�

DVDドライブとその機能・対応メディア�
ドライブ� 記録対応メディア� 最大記憶容量�

マルチプレードライブ�
700MB�

（CD-R/CD-RWへの�
書き込みの場合）�

CD�
-RW

CD�
-Rー�ー�ー�DVD�

を見る�
CD�
を聴く�

DVDマルチプラスドライブ� 4.7GB�
（片面）�

9.4GB�
（両面）�

DVD�
+RW

DVD�
+R

CD�
-R

DVD�
-RAM

DVD�
-RW

DVD�
-R

CD�
-RW

CD�
-R

DVD�
を見る�

CD�
を聴く�

DVD-R/RWドライブ� CD�
-RW

CD�
-Rー�

ー� ー�

DVD�
を見る�

CD�
を聴く�

DVDマルチドライブ� CD�
-RW

CD�
-R

DVD�
-RAM

DVD�
を見る�

CD�
を聴く�

プリンタ�

音楽CD�

�

デジタルビデオカメラ�

アナログビデオ�

写真付きメール�

デジタルカメラ�

CD/DVD
＊
 
2
�

メール添付�

パソコンで楽しむ�

1 2 3カンタン取り込み�
�

カンタン編集・加工� カンタン保存・印刷・配信�

静
止
画

�

動

画

�

音

楽

�

SmartHobby
＊1

�
�

＊
 
5
�

4.7GB�
（片面）�

4.7GB�
（片面）�

9.4GB�
（両面）�＊ 

5
�

＊1：24ページの「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。 ＊2：VT900/6D、VT700/6D、VC500/6D ＊3：アナログ映像を取
り込めるのは、パソコン本体にビデオ入力端子のあるモデルとなります。（VT970/6D、VT900/6D、VT700/6D、VL700/6D、VL570/6D） ＊4：VT970/6D

●DVDコンテンツ作成�

Ulead® DVD MovieWriterT M���
for NEC Ver.2

●音楽編集・再生�

BeatJam for NEC
●音楽CD書き込み�
RecordNow DX

●電子メール�
Microsoft®

��
Outlook® Express 6.0

●電子アルバム作成�
蔵衛門9デジブック�
for NEC

●はがき作成ソフト�

筆王�

連 携 ソ フ ト �

（VL300/6Dを除く全モデル）�

DVD�
-R

DVD�
-R

DVD�
-RW

DVD�
-RWー�

ー�

ー�

ー�

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 15



充実のサービス＆サポート。�
あなたにフィットしたNECの多様なサービス。�

（全モデル添付）�

（全モデル添付）�

「ソフトチョイス サービス」だから…�

アプリケーションソフトが選べる！ 試せる！�

外出先から自宅のパソコンが使える「ドット・ゲートサービス」だから…�

いつでもどこでも自宅のパソコンのさまざまな機能・サービスが使えます。�
�

はがき作成、デジタルカメラの画像編集やウイルス対策など、各ジャンル毎に人気の高いソフトウェアを複数添付。いろいろなソフトウェアを試して、

自分の使いたいソフトウェアを選んでご利用いただけます。また、用途に合わせて、ソフトウェアを使いわけることもでき、パソコンの楽しみ方が、さら

にひろがります。�

駅すぱあと�蔵衛門9デジブック for NEC

Ulead®  PhotoImpact® 7 SE版＊1��

デジカメde!!同時プリント６����������
30日間使い放題版＊2�

�����
（使用期間限定版）�

デジカメNinja 2003EX＊2��
（使用期間限定版）�

※上記ソフトウェアのサポート窓口は、各ソフトの製造メーカとなります。�
＊1：市販のパッケージソフトに対して一部機能に制限があります。�
＊2：使用期間限定版ソフトは、使用期間に制限があるソフトウェアです。�

は
が
き
作
成�

画
像
表
示
・
編
集�

音
楽
編
集
・
再
生�

ウ
イ
ル
ス
対
策�

交
通
情
報
検
索�

人気の�
ソフトウェアが�
満載！�

V3 ウイルスブロック＊2��

（使用期間限定版）�

筆ぐるめ Ver.10� 機能限定版＊1＊2�������
（使用期間限定版）�

Copyright © 1993-2003 Fujisoft ABC Inc. All rights reserrved.

デジカメde！！年賀状 Lite for NEC＊1��
 © 1998-2003 A.I.Soft,Inc.

© 1998-2003 A.I.Soft,Inc.

筆王�
Copyright © 2002 i4 CORPORATION.�
All Rights Reserved.

Copyright © 1996-2003 TriWorks Corp.�
JAPAN All Rights Reserved.

Copyright © 1988-2003 Val Laboratory �
Corporation All rights reserved.

BeatJam for NEC
© 2002 株式会社ジャストシステム�

Norton AntiVirus 2003＊2��

（使用期間限定版）�
Copyright © 2003 Symantec Corporation. �
All rights reserved.

ウイルスバスター2003 リアルセキュリティ＊2� �

（使用期間限定版）�
Copyright  ©  2003 TrendMicro Incorporated.�
All rights reserved.

乗換案内�時刻表対応版�MUSICMATCH MP3 Jukebox 7＊1＊2�������
（使用期間限定版）�

Audio Magic Studio Light＊1��

© 1992-2003 Ulead Systems, Inc. �
All Rights Reserved. 

筆まめ Ver.13 ベーシック＊1��
Copyright 1994-2002 MORRIN CORP.

※外出先から自宅のパソコンへの接続には、ID、パスワードの入力だけで簡単かつセキュリティに配慮したアクセスができるBIGLOBEの「BroadPass」サービスと�
　併用することをおすすめしています。利用環境等、詳しくは、http://121ware.com/psi/support2/をご覧ください。�
＊1：VT970/6D、VT900/6D、VT700/6D、VL700/6D、VL570/6Dに対応。　�

「ドット・ゲートサービス」は、外出先のパソコン、携帯電話、PDAから自宅のPCにアクセスできるようにする、常時    
接続を利用したサービスです。パソコンのメールを見たり、ファイルを取り出したりと様々な機能が用意されていま
す。モバイルシーンに新しい楽しみ方が加わります。�

●撮ってメールするだけ、手軽なフォトアルバム（Webアルバム）�
パソコンに保存してある写真などの画像ファイルを外出先で見ることができます。カメラ機能つき携
帯電話で撮った写真も、自宅のパソコンにメールで送って、「SmartHobby」のフォトアルバムに取
り込むことができます。「SmartHobby」フォトライブラリの写真を「Webアルバム」（ドット・ゲートサー
ビス）との連携で公開すれば、外出先からでもパソコンや携帯電話から写真を見ることができます。�
�
●SmartVisionで録画予約（SmartVision連携）＊1��
テレビ機能搭載のパソコンなら、「SmartVision」と連携して、録画予約をすることができます。加え
て録画予約時間を延長したり変更する機能があるので、録画したいテレビドラマが野球中継で延
長になっても、最初から録画できるようになります。�
�
●ライブカメラで中継�
パソコンにUSBカメラを接続して、定期的に撮影した画像（静止画）を見ることができます。ペット
や家の中の様子をいつでもチェックできます。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP16



パソコンや周辺機器・ソフトウェアに関する技術的なご質問・ご相談
を電話で受け付けています。�

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。�

パソコンや周辺機器などの商品情報や、お客様のデジタルライフをよ
り充実させるアドバイスや利用ガイドなどの活用情報。�
初心者の方にもわかりやすい情報やフォーラム、Q&A、技術情報、
NECサポートプログラムを用意するなど、パソコンに関するさまざまな
「情報・サービス」をお客様一人ひとりに合わせてタイムリーに提供し
ます。�

さらにここまでサポート！�

お問い合わせ�
フリーコール�

２４時間３６５日ご利用可能な頼れる電話相談サー
ビスを有償でご提供いたします。NECのパソコンと
一緒にお使いの他社製周辺機器・他社製ソフトウェ
アについてのお問い合わせもお受けします。�

プレミアムサービス（有償技術相談）�

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-3768-2337（通話料お客様負担）へおかけください。�

受付時間：２４時間３６５日（システムメンテナンス時を除く）�

※携帯電話、ＰＨＳなどフリーコールがご利用できないお客様は03–5753–0287（通話料お客様負担）へおかけください。�
※お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。�
※本サービスは、お問い合わせ1件あたり、一定の料金を申し受けております。�
※最新のサービス内容・ご利用料金の詳細については、http://121ware.com/121cc/をご覧ください。�

お近くのアドバイザが身近なパソコン相談相
手として購入相談からパソコンの習得までを
サポート。自宅訪問や電話、電子メール、拠
点でのサービスが受けられます。詳しくは、
http://121ware.com/121pa/ をご覧ください。�

NECならではの万全なサポート体制であなたのパソコンライフをバックアップ�

お問い合わせ�
フリーコール�

［購入相談、使い方相談］受付時間 9：00～17：00（祝日除く）�

［故障診断・修理受付］ 安心の24時間365日（年中無休）�

使い方相談において、お客様のご都合のよい日時をインターネットでご予
約（24時間受付可）いただくことで、ご指定の日時（9：00～22：00 祝日を
除く）に121コンタクトセンターからお電話を差し上げるサービスです。�
詳細については、http://１２１ware.com/１２１cc/cctel/をご覧ください。�

当社指定配送業者が故障品をお引き取りし、修理完了後に修理品をお
届けするサービスです。保証期間経過後であっても集配料金は無償です。
詳細については、http://１２１ware.com/１２１cc/をご覧ください。�
※ただし、離島の一部の地域では、本サービスがご利用できない場合があります。�

NECのパソコン、関連商品に関して、購入検討時や購入後のセットアップ、基本
操作などのご質問・ご相談にお答えします。�
※使い方相談は、お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。�

突然のトラブルでも安心。NECならではの24時間、国内トップレベルのサ
ポートをご提供。NECのパソコンや周辺機器の故障診断や修理受付を行
います。�
※システムメンテナンス時を除く。�

「PC3年間安心保証サービスパック」（有償）�あなたのパソコンライフに、�
“安心”をお届けする�

サービスのお申し込みはパソコンお買い上げ後60日以内です。サービスのお申
し込み並びに詳細は右記のホームページから。 http://121ware.com/store/warranty/

VALUESTAR G  タイプCのカスタマイズ例�例えば�

121＠storeは、VALUESTARのＣＰＵ、メモリ、ハードディスク容量などをお選びいただける
Ｗｅｂ直販モデル（Ｇシリーズ）をご提供するＮＥＣインターネットショッピングサイトです。�

NECインターネットショッピングサイト「121@store」　ワントゥワンアットストア�

カスタマイズできるVALUESTARをご用意しております。�

詳しくはインターネットで　http://121ware.com/store/

CPU�

CD/DVD�

ディスプレイ�

アプリケーション�

パワフル�

�

�

SoundVu（17.5型ワイド液晶）�

Microsoft®Office XP Personal

マルチプレードライブ�
（CD-R/RW with DVD-ROM）�

HTテクノロジ インテル®�
Pentium®    

      4プロセッサ�
HTテクノロジ インテル®�
Pentium®    

      4プロセッサ�3GHz 2.40C GHz

なし�

なし�

シンプル�

もっとパワフルに�
�

もっとシンプルに�
�

DVDマルチプラスドライブ�
（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）�

◎他にもOSやグラフィックアクセラレータ、�
ワイヤレスLANなど数々の機能を選択可能！�
◎「ＰＣ3年間安心保証サービスパック」も選択可能!

＊：VALUESTAR G タイプCの場合�

メモリは256MB～2,048MBまでご用意＊�

HDDは80GB～250GBまで選択できます＊�

◎ご登録商品のサポート情報やサポートプログラムをすばやくGET！��
お客様登録でご登録された商品に応じた、サポート情報やNECサポートプロ
グラム（ドライバ、モジュール）のみをご提供します。�
※一部、「121サポータる」で取り扱いのない商品があります。��

◎お客様のパソコンを最新の状態に「自動アップデートサービス」！��
お客様のパソコンに必要なNECサポートプログラムの自動抽出からインストー
ルまでをサポート。お客様のパソコンを最新状態に保つようにするサービスです。�
※一部のNECサポートプログラムはお客様ご自身でインストールしていただく必要があります。��

◎NECとのコンタクト履歴を確認！��
121コンタクトセンターで承りました電話、メールのお問い合せ、121@storeで
のご購入など、お客様とNECとのコンタクト履歴をまとめてご確認いただけます。�

http://121ware.com/support/

あなたの困ったを解決�
サポート�

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 17



生活、趣味、遊び、ビジネス、多彩な魅力のソフトウェア� ※機種により添付ソフトウェアが異なります。�
右の「主なソフトウェア一覧」でご確認ください。�

ホームページ作りをサ
ポートするソフト。お好
みのデザインを選んで
カンタンにオリジナリティ
のあるホームページを
作ることができます。�

体験を開始したその日
から１４日間。２４時間
いつでもインターネット
を無料体験できます。
（２００６年３月３１日まで）�
�
※電話料金はお客様の
ご負担になります。電子
メールはご利用になれま
せん。�「BIGLOBEインターネット無料体験」�

「ホームページミックス」�
© 200１ 株式会社ジャストシステム�

Internet Explorerの
ツールバーに常駐して、
画像や文字の大きさ
を変えられる、とても便
利なツールです。 �
�

「Liquid SurfTM Version 1.10」�

インターネット/ネットワーク関連ソフト�

デジタルビデオカメラ
の映像やデジカメ画
像の取り込みや画像
編集などやりたいこと
をメニューから選んで
始められます。�

「SmartHobby」�

数多くの書体やイラス
トを使ってハガキづくり
を楽しむことができます。
住所録データは一度
登録すれば何度でも
利用できて面倒な宛
名書きもらくらく。�

「筆王」�
Copyright © 2002 i4 CORPORATION.All Rights Reserved.

＊１：VALUESTAR Lのみ、添付しています。�
筆王マニュアル＊１��

for　NEC

不要なシーンのカット
に加え、効果音、タイト
ルの挿入なども簡単
に行えます。ビデオ編
集を楽しむ機能が満
載のソフトです。�

「Ulead® 
    VideoStudio®  6 SE Basic」�

© 1997-2002 Ulead Systems,Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 1996-2003 TriWorks Corp.JAPAN All Rights Reserved.

写真集のような本格
的アルバムを誰でもカ
ンタンに作成できる「作
る、飾る、贈る」の三拍
子揃ったアルバム作
成ソフトの決定版です。�

「蔵衛門9デジブック for NEC」�

デジタルビデオカメラ
からの映像の取り込み
や簡単なカット編集が
できます。また編集した
映像から手軽にDVD
やビデオCDが作成で
きます。�

「Ulead® 
    DVD MovieWriterTM for NEC Ver.2」�

© 2002 Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2002 VERITAS Software Corp.

データをCD-RやCD-
RWに保存できるソフト
です。DVD-R/RWドラ
イブ搭載モデルや、
DVDマルチドライブ搭
載モデルでは、DVD-R
やDVD-RWに保存す
ることもできます。�「RecordNow DX」�

クリエイティブ�

インターネットからの不
正アクセスやハッキン
グなどからパソコンを
守ります。�
�
財団法人�
ソフトウェア情報センター�
（SOFTIC）�
「ソフトウェア・プロダクト・オブ・
ザ・イヤー２００１」受賞＊１� �
＊1：PCGATE Personal Ver１．０
において受賞�
�
※すべてのセキュリティを
保証するものではありませ
ん。�

インターネットやフロッピー
ディスクなどを経由して、
パソコンがウイルスに感
染していないか定期的に
検査。万一感染していた
場合には駆除することが
できるソフトです。�

「PCGATE Personal Ver2.0」� 「Norton AntiVirus 2003」�
Copyright © 2000-2003�
Zone Labs,Inc.All rights reserved.

Copyright © 2003 Symantec Corporation,All rights reserved.

※すべてのセキュリティを
保証するものではありませ
ん。�

Off ice XP Personal セキュリティ�

Copyright © 2002,Microsoft Corporation,All rights Reserved.

定番の表計算ソフト
「Excel」、日本語ワー
ドプロセッサ「Word」、
電 子メールソフト
「Outlook®」が用意さ
れています。�

「Microsoft® Word」�

地上波放送の受信や
録画ができるソフトです。
一時停止や追っかけ
再生などの豊富な再
生機能でいろいろ楽
しむことができます。�

「SmartVision」�

「BeatJam for NEC」
は、音楽CDから高音質
な音楽ファイルを作成
したり、パソコンに保存
しているMP３ファイルや、
WAVEファイルなども
再生、管理できます。�

「ネットゲームセンター」＊１�  
で、本格RPG「Helbreath」
などの多彩なゲームを楽
しめます。�

「BeatJam for NEC」�
© 2002 株式会社ジャストシステム�

DVDビデオ再生ソフト。
ドルビーバーチャルス
ピーカ、ドルビーヘッド
フォン＊１�で迫力ある映
像を気軽に楽しめます。�

「InterVideo® WinDVD® 4 for NEC」�
Copyright © 1999,2003 InterVideo,Incorporated.All rights reserved.
＊１：ドルビーデジタル５．１チャンネルサラウンド対応のDVDビデオ再生時に有効です。�

音楽／映像を楽しむ�

その他便利で楽しいソフト�

Copyright © 1988-2003 Val Laboratory Corporation All rights reserved.

全国の鉄道経路、時
刻表や運賃も検索、
日々の仕事や、休日の
おでかけに便利なソフ
トです。�

相撲をモチーフにした
タイピング練習ソフト。
徐々に強くなる相手と
の取り組みで自然に
キーボード入力をマス
ターできます。�

「駅すぱあと」� 「大相撲タイピングソフト はっけよい！打ノ花」�
© 2002 UNBALANCE Corporation

「Helbreath」�
Copyright © 2003 NETGAMECENTER All rights reserved�
＊１：サービスは有料です。�
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○：インストール済み　△：ハードディスクに格納済み（インストールして利用）　�
▲：DVD-ROMまたはCD-ROM添付（添付DVD-ROMまたはCD-ROMからインストールして利用）▽：クライアントのパソコンでセットアッププログラムを実行してインストール�

VALUESTAR LVALUESTAR Tソフトウェア名� VALUESTAR C分類�
VL350/6D
VL300/6D

VL700/6D
VL570/6DVC500/6DVT900/6D

VT700/6DVT970/6D

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system �
日本語版Service Pack 1＊１

�
�

Microsoft® Windows MediaTM Player 9.0�
Microsoft® DirectX® 9.0�
Microsoft® Virtual Machine for JavaTM�
Microsoft® IME 2002�
Microsoft® Office XP Personal＊２＊３

�����
�

�
�
�
Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0�
Microsoft® Outlook® Plus! Version 2.0＊２６

���
�

ソフトナビゲーター�
BIGLOBEインターネット無料体験＊４

�
�

BIGLOBEでインターネット�
DIONサインアッププログラム�
ODN（Open Data Network）�
So-net簡単スターター�
東京電話インターネット サインアップナビ�
OCNスタートパック�
@niftyでインターネット for Windows® �
かるがるネット�
Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1　�
BIGLOBEツールバー�
JWord Plugin�
Liquid SurfTM Version 1.10�
i-フィルター Personal Edition�
ホームページミックス＊５

���
�

Microsoft® Outlook® Express 6.0�
翻訳アダプタII CROSSROAD（Ver3.0）＊６

��
�

Microsoft® Windows® Messenger Version4.7＊７
���
�

Fresh Voice �
BIGLOBE IP電話＊８�

�����
�

Global English＊９
��
�

コニカオンラインラボ工房�
Victor Sound Café�
PCポータル�
ドット・ゲートサービス�
Webアルバム�
ライブフォト/ｉ＊１０

���
�

携帯マスター9 for NEC＊３２
���
�

てきぱき家計簿マム3�
ファミリーウィンドウ＊１２

���
�

Ulead® VideoStudio® 6 SE Basic＊１３＊１５
　　���

�
DVD-MovieAlbumSE＊１３

���
�

SmartHobby＊１３
���
�

Ulead® DVD MovieWriterTM for NEC Ver.2＊１３＊１５
　　���

�
SmartVision BS＊１３＊２７

　　���
�

SmartVision＊１３＊２８　
������　　

�
SmartVision TV 録画予約サービスクライアント（BIGLOBE用）＊１６

���
�

SmartVision TV 録画予約サービスクライアント（ドット・ゲートサービス用）�
SmartVision/SERVER�
SmartVision/PLAYER＊２９

���
�

ADAMSナビ�
パソコンのいろはII�
Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive�
大相撲タイピングソフト はっけよい！打ノ花�
DVDステーション�
InterVideo® WinDVD® 4 for NEC＊１３

���
�

（Dolby Headphone、Dolby Virtual Speaker機能搭載）�
InterVideo® WinDVD® 4 for NEC＊１３

���
�

RecordNow DX＊１３＊１７
　　���

�
DVD-RAM用ドライバーソフト＊１８

���
�

ぱそガイド�
CyberSupport for NEC＊１９

���
�

１２１ポップリンク＊２０��
��������
　�

PCGATE Personal Ver2.0＊２１��
��������
�

バックアップ-NX（パソコン乗換機能付）＊２４
���
�

再セットアップディスク作成ツール＊２４
���
�

ワンタッチスタートボタンの設定�
自動メール受信ユーティリティ＊２５

���
�

ログオンアイコン作成ツール�
Liquid View® Version 2�
3Dフィッシュ アクアリウム�
目覚まし時計�
ホームネットワークアシスタント�
アドレスステーション2�
AI将棋�
AI囲碁�
AI麻雀スタンダード�
Helbreath＊３３

���
�

Gunbound＊３３
���
�

Epoch Online＊３３
���
�

Cyber 囲碁＊３３
���
�

Adobe® AcrobatTM Reader

　�
�
�
�
�
�
�
ワープロ�
表計算�
電子メール�
辞書�
Outlook付加機能�
�
インターネット体験�
プロバイダ入会・�
インターネット接続�
�
�
�
�
�
�
ホームページ閲覧�
ホームページ表示補助�
�
�
ホームページ閲覧制限�
ホームページ作成�
電子メール�
英日・日英翻訳�
インターネットTV電話�
�
インターネット電話�
英語学習用ホームページ�
インターネット写真印刷�
通信カラオケ�
ポータルサイト�
ドット・ゲートサービス�
�
�
�
�
�
ビデオ編集�
�
マルチメディアファイル管理�
�
BS・110度CSデジタル放送受信・録画�
地上波放送受信・録画・TV番組表受信�
ＴＶ録画予約�
�
リモートTV機能�
�
ADAMS受信�
パソコン操作レッスン�
Word、Excel、Outlook操作レッスン�
キーボードタイプレッスン�
パソコンナビゲーター�
DVDビデオ再生�
�
�
�
�
�
�
�
ファイアウォールソフト�
データバックアップ�
�
キーボード設定�
メール受信設定�
ユーザ設定�
表示設定�
スクリーンセ－バー�
目覚まし時計�
ホームネットワーク構築・管理�
�
将棋�
囲碁�
麻雀�
RPG�
パズル�
対戦ロボットシューティング�
囲碁�

基本OS�
�
�
�
Java�
日本語入力�
統合ソフト�
�
�
�
�
�
メニュー�
インターネット�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
携帯電話連携�
家計簿�
生活情報�
画像表示・編集�
�
�
DVDコンテンツ作成�
TV関連�
�
�
�
�
�
�
パソコン学習�
�
�
�
プレーヤ�
�
�
CD-R/CD-RW書き込み、DVD-R/DVD-RW書き込み�
DVD-RAM管理�
アプリケーション操作・サポート�
サポート�
�
パソコンの�
トラブル予防�
�
パソコンの設定�
�
�
�
�
�
�
アドレス帳シンクロ�
ゲーム�
�
�
オンラインゲーム�
�
�
�
電子文書表示�
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■主なソフトウェア一覧�

○：インストール済み　△：ハードディスクに格納済み（インストールして利用）�

VALUESTAR LVALUESTAR Tソフトウェア名� VALUESTAR C分類�
VL350/6D
VL300/6D

VL700/6D
VL570/6D

VT900/6D
VT700/6D VC500/6DVT970/6D

筆王＊３１
���
�

筆まめVer.13 ベーシック�
筆ぐるめVer.10 機能限定版＊３５

���
�

デジカメde!!年賀状Lite for NEC�
蔵衛門9デジブック for NEC＊１３

���
�

Ulead® PhotoImpact® 7 SE版＊１３＊３９
　　���

�
デジカメNinja 2003EX＊１３＊３６

　　���
�

デジカメde!!同時プリント6 30日間使い放題版＊１３
���
�

駅すぱあと＊１１
���
�

乗換案内 時刻表対応版�
Norton AntiVirus 2003＊２１＊２２

　　���
�

ウイルスバスター2003 リアルセキュリティ＊２１＊２３
　　���

�
V3 ウイルスブロック＊２１＊３４

　　���
�

BeatJam for NEC＊１３
���
�

MUSICMATCH MP3 Jukebox 7＊１３＊３７
　　���

�
Audio Magic Studio Light＊１３＊３８

　　����

はがき作成�
�
�
�
画像表示・編集�
�
�
�
交通情報検索�
�
ウイルス対策�
�
�
音楽編集・再生�
�
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■ソフトチョイス サービス対象ソフトウェア一覧＊３0

����

�

Microsoft® Word�
Microsoft® Excel�
Microsoft® Outlook® �
��

 ＊１：本製品にインストールされている「Windows®
  XP Home Edition」は、別売の

パッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、
パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載に従って、再イ
ンストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。
OSのみの再インストールは行えません。また、「Windows® XPHome Edition」
では、ネットワークのドメインに参加する機能はありません。�

  ＊２：マニュアル添付。�
  ＊３：「Microsoft® Office XP Service Pack1」、「Microsoft® Office XP Service 

Pack2」は、Windows®のセットアップ完了後に、デスクトップ上のフォルダの
中のショートカットアイコンからインストールしてください。�

 ＊４：体験期間は､はじめに接続してから14日間です（2006年3月31日まで）。アクセ
スポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールはご利用
できません。�

 ＊５：ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービ
スプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要
があります。「eタイム」・「ATOK12」は含まれていません。また、ホームぺージ
公開専用サイト「ミックスパーク」の無料利用期間は、お申し込みを行った月を
含めて最長４ヵ月です。�

 ＊６：別売のパッケージ製品「CROSSROAD（Ver3.0）」に搭載されている英語音
声読み上げ機能、日英固有名詞辞書、会話用語辞書などは含まれていません。�

  ＊７：マイク内蔵ＵＳＢカメラ（PC-VP-WS11）をご使用になることをおすすめします。�
 ＊８：IP電話をご利用になるには、BIGLOBEに入会し、IP電話サービスのお申し込

みをする必要があります。�
 ＊９：Microsoft® Internet Explorer 6.0の「お気に入り」にホームページのURLが

登録されています。ご利用方法や入会申し込み（有償）やデータ入手などはこ
のホームページから行えます。�

＊１０：インターネットに接続できる環境と、個人ホームページスペース（ドット・ゲートサー
ビスを利用する場合は不要）、および対応しているUSBカメラが必要です。
USBカメラの対応機種は、ドット・ゲートサービスサポートページ（http://�

　　121ware.com/psi/support2/）をご覧ください。�
＊１１：2003年3月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表等は改

訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ（1回）を実施できます。�
＊１２：本ソフトの「お役立ち」をご利用になる場合は、Microsoft® Internet Explorer 

6.0でインターネットに接続できる環境が必要です。さらに、電子メールを「伝言
板」に表示させる場合は、Outlook® Express 6で電子メールメッセージを受信
できる環境が必要です。�

＊１３：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。�

＊１４：「NEC MPEG2プラグイン Ver.2」を利用することにより、「SmartVision」で
録画されたテレビ番組のデータを編集することができます。�

＊１５：デジタルビデオカメラの映像をリアルタイムでMPEG2形式に変換して取り込
みが可能です。�

＊１６：「SmartVisionTV録画予約サービス」をご利用になる場合は、あらかじめご利
用申し込みが必要です。ご利用申し込みは、BIGLOBE会員の方のみ可能で
す。ただし、法人会員の方はご利用になれません。別途、BIGLOBEにアクセ
スするための電話料金、プロバイダ料金などがかかります。�

＊１７：VL300/6Dでは、DVD-R/DVD-RWへの書き込みはできません。�
＊１８：DVD-RAMディスクをサポートした他社製パケット記録ソフトウェアやUDFファ

イルシステムとの併用での動作保証はいたしません。�
＊１９：「ぱそガイド」に含まれます。検索対象は「ぱそガイド」「Windows® XPヘルプ」

「Office XP」のみ。�
＊２０：ご利用にあたっては、インターネットに接続できる環境が必要です。�
＊２１：すべてのセキュリティを保証するものではありません。�
＊２２：新種のウイルスを検出するためには、ウイルス定義ファイルの更新が必要です。

Norton AntiVirusでは90日間無料でウイルス定義ファイルの更新サービスを
ご利用いただけます。無料の更新サービスが切れた後は、有料で１年間更新サー
ビスを延長できます。詳細については、（株）シマンテックのホームページを参
照してください。�http://www.symantecstore.jp/oem/nec/�

＊２３：シリアル番号を入力せずに「ウイルスバスター2003 リアルセキュリティ」をイン
ストールすると、「ウイルスバスター2003 リアルセキュリティ」は30日間体験版
としてインストールされます。「ウイルスバスター2003 リアルセキュリティ」を体
験版としてお使いの場合、30日が経過すると、すべての機能が使用できなくな
ります。体験版から製品版へ移行するには、「ウイルスバスター2003 リアルセ
キュリティ」の製品版を購入していただく必要があります。体験版ではアップデー
ト機能をご利用いただけません。アップデート機能は、新しいウイルスに対応す
るための機能ですのでアップデートできないことにより、ウイルスによっては感
染する可能性があります。また体験版はサポート対象外となりますのでご了承
ください。�

＊２４：お客様が作成したすべてのデータをバックアップするものではありません。バッ
クアップはお客様の責任において行ってください。�

＊２５：プロバイダのメールサーバがＰＯＰ３プロトコルに対応している必要があります。
自動受信は最大１日10回まで設定可能です。�

＊２６：「Outlook® Plus!」の携帯電話との連携機能は、このパソコンではご利用にな
れません。�

＊２７：地上波テレビ（SmartVision）とは、同時に視聴することはできません。本製品
には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。�

＊２８：「SmartVision BS」と同時に視聴することはできません。�
＊２９：「SmartVision/PLAYER」は、ネットワークでクライアントと接続し、クライアン

ト側へインストールすることで利用できます。インストール方法については、マニュ
アルをご覧ください。�

＊３０：ソフトウェアによっては、市販のパッケージソフトウェアに対して、一部機能制
限などがあります。ソフトチョイス サービス対象のソフトウェアのサポートに関し
ましては、「ソフトナビゲーター」をご覧ください。�

＊３１：VALUESTAR Lにはマニュアル添付。�
＊３２：携帯電話との接続には別途接続用のケーブルが必要となります。（PC-VP-

WK11またはPC-VP-WK12をご利用ください。）�
＊３３：サービスは有料です。お名前とメールアドレスをご登録いただくと、１ヵ月無料で

ご利用いただけます。無料期間終了後も継続してご利用になる場合には、別
途お申し込みが必要です。�

＊３４：起動してから30日間ご自由にお使いいただけます。使用期間中（30日間）の
機能制限等は一切ございません。パーソナルファイアウォールの提供は、製品
版ご購入後となっておりますのでご注意ください。使用期間中の操作方法等
に関するユーザサポートにつきましては、受け付けておりませんので予めご了
承ください。�

＊３５：機能限定版を最初に起動してから60日間のみの使用になります。一度に印
刷できる枚数は1枚のみです。コンテンツ、フォントなどの数が制限されています。�

＊３６：30日間に期間を延長した体験版でございますので、操作方法等のお問い合
せにつきましては一切お受けできません。�

＊３７：このアプリケーションは体験版（30日間使い放題版）のため、ライティング機
能はサポートしておりません。一部ドライブで動作しない場合があります。�

＊３８：製品版に比べて、以下の機能が制限になっています。SUPREME2は、Light
版を30回起動するまで使えます。曲データベースの「データ変換」はできません。
CDDBは、使えません。CDからの録音（リッピング）は、20回までできます。また、
MP3のモード変更はできません。曲結合、曲分割でMP3のモード変更はできま
せん。曲分割／曲結合は、10回まで使えます。CD作成は、このアプリケーショ
ンが機能限定版のため、使用できません。メイン画面の画面イメージは「ホワ
イト」だけです。ミニプレーヤ画面の画面イメージは「くつぞこ」だけです。アル
バムジャケットのサンプル画像は「クラシック1」「ジャズ1」「ポップス1」「ロッ
ク1」の4種類が試用できます。サンプル曲は「Oversea（Short Version）」の
1曲だけ収録しています。上記の回数制限がある機能は、操作の途中でキャ
ンセルすると回数が減りますのでご注意ください。�

＊３９：製品版に比べ、以下のような制限があります。　＊サンプル数、選択ツール/変
型ツール/消しゴムツールの種類の制限　＊Zマージツール非対応　＊マルチ
印刷非対応　＊オートプロセス-エンハンス非対応　＊肌補正効果、レンズ歪
み効果、ズームブラー効果、タイプ効果、アニメーションスタジオなどの各種効果
非対応　＊リンクオブジェクト非対応　＊GIF Animatorプログラムなし　＊ス
マートセーバー機能なし�

※各種ソフトウェアのサポートに関しましては、添付のマニュアルまたは電子マニュ
アルをご覧ください。�

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 19
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■VALUESTAR  仕様一覧�

CPU
キャッシュメモリ� １次�

２次�

項目�
型名�
型番�

５１２KB（CPU内蔵）�
バスクロック�

チップセット�

システムバス�
メモリバス�

標準容量�
スロット数�
最大容量�

320MHz

HTテクノロジ＊１ インテル® Pentium® ４プロセッサ３GHz HTテクノロジ＊１ インテル® Pentium® ４プロセッサ２.６０CGHz HTテクノロジ＊１ インテル® Pentium® ４プロセッサ２.４０CGHz
１２Kμ命令実行トレース＊２／８KBデ－タ（CPU内蔵）�

８００MHz

Intel社製 Intel®８６５G／Intel®ICH５�
メモリ（メインRAM）�

表示機能�

サウンド機能� 音源／サラウンド機能�

スピーカ�
サウンドチップ�

５１２MB（DDR SDRAM／DIMM、PC２７００対応）�
�

２５６MB（DDR SDRAM／DIMM、PC２７００対応）�
�

２GB＊４�
２スロット（DIMMスロット）［空きスロット１］�

ビデオRAM
グラフィックアクセラレータ�
解像度・表示色�
�

最大１,６７７万色＊７�
最大１,６７７万色＊６�

最大１,６７７万色＊７�

最大１,６７７万色＊６�
最大１,６７７万色＊６�
最大１,６７７万色＊６�
最大１,６７７万色＊６�

最大１,６７７万色�

最大１,６７７万色�

最大１,６７７万色�

最大１,６７７万色�

最大１,６７７万色＊７�

PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化８ビット／１６ビット、サンプリングレート８-４８KHz、全二重化対応）、�
MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS２対応＊８］）、マイクノイズ除去機能＊９、３Dポジショナルサウンド�

通信機能�

入力装置�

フロッピーディスクドライブ�

FAXモデム＊１０�
LAN
キーボード�
マウス�
リモコン�

速度�

６４０×４８０ドット�
８００×６００ドット�
１,０２４×７６８ドット�
１,２８０×７６８ドット�
１,２８０×１,０２４ドット�
１,６００×１,２００ドット�

６４MB（AGPボードに搭載）�
ATI社製RADEON™ ９１００�

添付の液晶ディスプレイに内蔵（ステレオ（１W＋１W））�
ADI社製 AD１９８１B搭載�
添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（３W＋３W）、サブウーファ（５W））�

データ通信：最大５６Kbps＊１１（K５６flex™、V.９０対応）／FAX通信：最大１４.４Kbps（V.１７）、Resume On Ring機能対応�
１０００BASE-T／１００BASE-TX／１０BASE-T対応�
PS/２小型キーボード（１０９キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）�
光センサーPS/２マウス（スクロール機能付き）＊１２�

－�赤外線リモコン＊１３�
－【別売、専用オプション（PC-VP-WU１４）＊１４】�

ハードディスクドライブ＊１６�

CD/DVDドライブ＊２１＊２２＊２３＊２４�

映像関連機能�
（地上波放送）�

MPEGボード� －�ハードウェアMPEG２リアルタイムエンコーダボード�

映像関連機能�
（BSデジタル/１１０度CSデジタル放送）�

TVチューナ� －�

TVチューナ� －�音声多重対応、受信チャンネル＊３３：VHF（１～１２ch）、UHF（１３～６２ch）�
データ放送受信� －�地上波データ放送（ADAMS）、字幕放送�
映像合成表示機能� －�

約２５０GB＊１７（Ultra ATA-１００）� 約１６０GB＊１８（Ultra ATA-１００）�
DVDマルチプラスドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD＋R/RW）�
内蔵＊２５（バッファアンダーランエラー防止機能付き）＊２７�

DVDマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW）内蔵＊２５�
（バッファアンダーランエラー防止機能付き）＊２７�

DVD-RAM読出し：２倍速＊２８、DVD-RAM書換え：２倍速＊２８＊２９、�
DVD-R書込み：最大２倍速＊３０、DVD-RW書換え：１倍速＊３１、�
DVD読出し：最大１０倍速、CD読出し：最大３２倍速、�
CD-R書込み：最大１２倍速、CD-RW書換え：最大８倍速＊３２�

DVD-RAM読出し：最大３倍速＊２８、DVD-RAM書換え：最大３倍速＊２８＊２９、�
DVD＋R書込み：最大４倍速、DVD＋RW書換え：最大２.４倍速、�
DVD-R書込み：最大４倍速＊３０、DVD-RW書換え：最大２倍速＊３１、�
DVD読出し：最大１２倍速、CD読出し：最大３２倍速、�
CD-R書込み：最大２４倍速、CD-RW書換え：最大１２倍速＊３２�

DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能）�
SmartVision＊３４使用時：２４０×１８０ドット以上（縦横比３:４固定）でサイズ変更可能�

DirectShow®により任意のサイズで合成表示�
可能（全画面表示可能）SmartVision BS＊３７�
使用時：２２４×１２６ドット以上（スリムモード時、�
縦横比９:１６）の範囲でサイズ変更可能�

高画質機能�
TV録画機能�

－�

高画質モード� －�約６１時間３０分� 約３６時間４０分�
約１１９時間５０分� 約７１時間３０分�
約２２８時間� 約１３６時間�

標準画質モード� －�
長時間録画モード� －�

ゴーストリデューサ、３次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ�
－�SmartVision＊３４でMPEG２（高画質モード：７２０×４８０ドット（８Mbps CBR）、標準画質モード：７２０×４８０ドット（４Mbps VBR）、�

長時間録画モード：３５２×４８０ドット（２Mbps VBR））、�
MPEG１（ユーザ設定モード：３５２×２４０ドット（１.１５２Mbps CBR））の録画可能�

BSデジタル放送＊３６、１１０度CSデジタル放送＊３６�
データ放送受信� BSデジタル放送、１１０度CSデジタル放送�
映像合成表示機能�

SmartVision BS＊３７で独自形式（デジタルハイビジョ�
ン放送（２４Mbps）、デジタル標準放送（１２Mbps）、�
ラジオ、データ放送（２.２Mbps））の録画可能�

TV録画機能�

－�
－�

－�

約１８時間４０分�デジタルハイビジョン放送� －�
約３７時間３０分�デジタル標準放送� －�
約２０５時間10分�ラジオ、データ放送�

メモリースティック�スロット�

インターフェイス�

１スロット＊３８＊３９�
SDメモリーカード� １スロット＊３８（MMC対応＊４０）�
PCカード�

－�

TypeII×２（TypeIII×１スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応�
AGP １スロット［空きスロット０］�
PCI ２スロット（ハーフ×２）［空きスロット０］� ２スロット（ハーフ×２）［空きスロット１］� ２スロット（ハーフ×２）［空きスロット２］�

USB コネクタ４ピン×９（本体×５＊４１、液晶ディスプレイ×４）［USB ２.０＊４３＊４４］�
IEEE１３９４（DV）＊４５� ４ピン×２�
パラレル� D-sub２５ピン×１�
ディスプレイ（デジタル）� DVI-I（２９ピン）＊４６�
PS/２� ミニDIN６ピン×２＊４７�

角形×１＊４８�角形×１＊４８＊４９、丸形×１＊５０＊５１� 角形×１＊４８＊５２�

FAXモデム� RJ１１モジュラコネクタ×２（LINE×１、TELEPHONE×１）�
LAN RJ４５コネクタ×１�
光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力�

ステレオミニジャック×2 ステレオミニジャック×１�ライン入力�
ステレオミニジャック×１＊５３�ライン出力�
ステレオミニジャック×１�マイク入力�
ライン出力と共用�ヘッドフォン出力�
F型同軸×１�TVアンテナ入力�

サウンド関連インターフェイス�

映像関連インターフェイス�

５型ベイ：１スロット（CD/DVDドライブで占有済）［空きスロット０］、内蔵３.５型ベイ：１スロット（ハードディスクドライブで占有済）［空きスロット０］�ベイ�
AC１００V±１０%、５０/６０Hz電源�
約９３W／１７９W消費電力�
P区分０.０００４０� P区分０.０００５０�エネルギー消費効率＊５９�
VCCI ClassB電波障害対策�
１０～３５℃、２０～８０%（ただし結露しないこと）�温湿度条件�
１１５（W）×３７３（D）×３８２（H）mm＊６０�外形寸法�

－�
－�

－�
－�

F型同軸×１�BS/CSアンテナ入力�
ビデオ入力�

コネクタ４ピン×８（本体×５＊４１、液晶ディスプレイ×３）［USB ２.０＊４３＊４４］�

Sビデオ端子×１（背面×１）＊５５、コンポジットビデオ端子×１（背面×１）＊５５�
ビデオ出力（TV-OUT）� Sビデオ・コンポジットビデオ共用端子×１（背面×１）＊５６＊５７＊５８�

－�ICカードボックス�

標準／最大� 約７２W／１７９W 約75W／１７９W 約６８W／１７９W

本体（突起部除く）�

約１１kg／約９００g／約９０g 約１０kg／約９００g／約９０g質量�

インストールOS

本体／キーボード／マウス�
－�

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack１＊６２�
サポートOS Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack１＊６３�
主な添付品� マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル�

主なインストールソフト� Microsoft® Office XP Personal

ディスプレイ�
画面サイズ�

F１７R１AF１７W６１�
１７型（高解像度デジタルTFT液晶）�１７型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）�

－�
１７.５型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶［TVチューナ内蔵］）�

テレビチューナ�
インターフェイス�

表示寸法� アクティブ表示エリア：３３７（W）×２７０（H）mmアクティブ表示エリア：３７１（W）×２２３（H）mmアクティブ表示エリア：３８０（W）×２２８（H）mm
画素ピッチ� ０.２６４mm
表示解像度� ６４０×４８０ドット＊６６、８００×６００ドット＊６６、�

１,０２４×７６８ドット＊６６、１,２８０×１,０２４ドット 
消費電力� 約５５W約８０W 約４０W
外形寸法� ３９８（W）×２０９（D）×４０３（H）mm５１６（W）×１９０（D）×３４８（H）mm

約６.０kg約８.２kg質量� 約７.８kg
GENESIS製 gm５１２０�GENESIS製 gm６０１５�ディスプレイプロセッサ�
ステレオスピーカ�SoundVu、サブウーファ、TV操作ボタン、VISUALボタン� SoundVu、サブウーファ、VISUALボタン�備考�

GENESIS製 S９２２０�

６４０×４８０ドット＊６６＊６７、８００×６００ドット＊６６＊６７、１,０２４×７６８ドット＊６７、１,２８０×７６８ドット 
０.２９７mm ０.２９０mm

USB ２.０×４＊４３＊４４、ヘッドフォン出力×１�USB ２.０×３＊４３＊４４、ヘッドフォン出力×１�
音声多重対応、受信チャンネル＊３３：VHF（１～１２ch）、UHF（１３～６２ch）�
USB ２.０×３＊４３＊４４、ヘッドフォン出力×１、TVアンテナ入力×１、TVアンテナ出力×１、�
ビデオ入力１（D４入力端子×１＊６８、Sビデオ×１＊６８、コンポジットビデオ×１＊６８、ライン入力（L/R）×１）、�
ビデオ入力２（Sビデオ×１＊６５、コンポジットビデオ×１＊６５、ライン入力（L/R）×１）�

F１７W５１（S）�

マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池（単四アルカリ：２本）�マニュアル、ICカードボックス、B-CASカード、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、�
ビデオ変換コネクタ×１（Sビデオ←→コンポジットビデオ）、乾電池（単四アルカリ：２本）�

約９０g＊６１�リモコン�

２００（W）×３７３（D）×３８２（H）mm本体（スタビライザ設置時）�
３８２（W）×１７６（D）×４２（H）mmキーボード�

－�４３（W）×１５３（D）×３３（H）mm（スティック含む）�リモコン�

専用１３ピン�

VALUESTAR C�
VC500/6D�
PC-VC5006D

�
VT970/6D�
PC-VT9706D

VALUESTAR T�
VT900/6D�
PC-VT9006D

�
VT700/6D�
PC-VT7006D

�

最長録画�
時間＊３５�

最長録画�
時間＊３５�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP20



本体価格はすべてオープン価格です。�

１２８KB（CPU内蔵）�
４００MHz
２６６MHz

インテル® Celeron® プロセッサ２GHz

Silicon Integrated Systems社製 SiS６５１／SiS９６２L
２５６MB＊３（DDR SDRAM／DIMM、PC２１００対応）�

１GB＊５�

最大１,６７７万色�

最大１,６７７万色�

最大１,６７７万色�

最大１,６７７万色�

最大１,６７７万色＊７�

最大１,６７７万色＊６�
最大１,６７７万色＊６�
最大１,６７７万色＊６�
最大１,６７７万色＊７�
最大１,６７７万色＊６� 最大１,６７７万色＊７�

PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化８ビット／１６ビット、サンプリングレート８-４８KHz、全二重化対応）、�
MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI）、３Dポジショナルサウンド�

標準３２MB（１６MB／６４MB選択可）＊３�
Silicon Integrated Systems社製 SiS６５１に内蔵�

添付の液晶ディスプレイに内蔵（ステレオ（１W＋１W））�添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（３W＋３W）、サブウーファ（５W））�
YAMAHA社製 YMF７５３搭載�

－�
３.５型フロッピーディスクドライブ内蔵（７２０KB／１.２MB／１.４４MB）＊１５�
赤外線リモコン＊１３�

－�
－�
－�
－�

約１２０GB＊１９（Ultra ATA-１００）� 約８０GB＊２０（Ultra ATA-１００）�

１００BASE-TX／１０BASE-T対応�

DVD-R/RWドライブ内蔵＊２６�
（バッファアンダーランエラー防止機能付き）＊２７�

マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）内蔵＊２６�
（バッファアンダーランエラー防止機能付き）＊２７�

DVD-R書込み：最大４倍速＊３０、�
DVD-RW書換え：最大２倍速＊３１、�
DVD読出し：最大１２倍速、CD読出し：最大３２倍速、�
CD-R書込み：最大１６倍速、CD-RW書換え：最大８倍速＊３２�

DVD読出し：最大１２倍速、�
CD読出し：最大４０倍速、�
CD-R書込み：最大３２倍速、�
CD-RW書換え：最大１０倍速＊３２�

約３６時間４０分� 約２６時間� －�
約７１時間３０分� 約５０時間４０分� －�
約１３６時間� 約９６時間３０分� －�

－�
－�

デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ�

ハードウェアMPEG２リアルタイムエンコーダボード�
音声多重対応、受信チャンネル＊３３：VHF（１～１２ch）、UHF（１３～６２ch）�
地上波データ放送（ADAMS）、字幕放送�
DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能）�
SmartVision＊３４使用時：２４０×１８０ドット以上（縦横比３:４固定）でサイズ変更可能�

SmartVision＊３４でMPEG２（高画質モード：７２０×４８０ドット（８Mbps CBR）、�
標準画質モード：７２０×４８０ドット（４Mbps VBR）、長時間録画モード：３５２×４８０ドット（２Mbps VBR））、�
MPEG１（ユーザ設定モード：３５２×２４０ドット（１.１５２Mbps CBR））の録画可能�

－�
－�

－�
２スロット（ハーフ×２）［空きスロット１］� ２スロット（ハーフ×２）［空きスロット２］�

角形×１＊４８＊５２� 角形×１＊４８�
ステレオミニジャック×２� ステレオミニジャック×１�

モノラルミニジャック×１�

F型同軸×１�

Sビデオ端子×１（背面×１）＊５５、コンポジットビデオ端子×１（背面×１）＊５５�

モノラルミニジャック×１＊５４�

－�

－�

Q区分０.００11 Q区分０.００１０�

１１１（W）×３６１（D）×３３５（H）mm

コネクタ４ピン×６（本体×３＊４１、液晶ディスプレイ×３）［USB ２.０＊４３＊４４］�コネクタ４ピン×７（本体×３＊４１＊４２、液晶ディスプレイ×４）［USB ２.０＊４３＊４４］�コネクタ４ピン×３［USB ２.０＊４３＊４４］�

約５５W／１４７W 約５７W／１４９W 約５２W／１４４W 約５０W／１４２W

約８.６kg／約９００g／約９０g 約８.７kg／約９００g／約９０g 約８.６kg／約９００g／約９０g 約８.５kg／約９００g／約９０g

アクティブ表示エリア：３８０（W）×２２８（H）mm アクティブ表示エリア：３３７（W）×２７０（H）mm アクティブ表示エリア：３０４（W）×２２８（H）mm

約８０W 約５５W 約２５W
５１６（W）×１９０（D）×３４８（H）mm
約８.２kg 約６.０kg

SoundVu、サブウーファ、TV操作ボタン、VISUALボタン�ステレオスピーカ�
GENESIS製 gm６０１５� GENESIS製 gm５１２０� GENESIS製 gm３１１５�

３９８（W）×２０９（D）×４０３（H）mm ３６０（W）×２３０（D）×３７６（H）mm

６４０×４８０ドット＊６６、８００×６００ドット＊６６、�
１,０２４×７６８ドット＊６６、１,２８０×１,０２４ドット 

６４０×４８０ドット＊６６、８００×６００ドット＊６６、１,０２４×７６８ドット�６４０×４８０ドット＊６６＊６７、８００×６００ドット＊６６＊６７、�
１,０２４×７６８ドット＊６７、１,２８０×７６８ドット 

０.２９７mm ０.２６４mm ０.２９７mm

USB ２.０×４＊４３＊４４、ヘッドフォン出力×１� ヘッドフォン出力×１、マイク入力×１�USB ２.０×３＊４３＊４４、ヘッドフォン出力×１、TVアンテナ入力×１、�
TVアンテナ出力×１、ビデオ入力１（D4入力端子×１＊６８、Sビデオ×１＊６８、�
コンポジットビデオ×１＊６８、ライン入力（L/R）×１）、ビデオ入力２（Sビデオ×１＊６５、�
コンポジットビデオ×１＊６５、ライン入力（L/R）×１）�

音声多重対応、受信チャンネル＊３３：VHF（１～１２ch）、UHF（１３～６２ch）�
１５型（デジタルTFT液晶）�１７型（高解像度デジタルTFT液晶）�

－�
１７.５型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶［TVチューナ内蔵］）�
F１７W６１� F１７R１A F１５T６２（S）�

マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、�
乾電池（単四アルカリ：２本）、DVDステーション�

マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、DVDステーション�マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、リモコン用�
受信ユニット＊６４、乾電池（単四アルカリ：２本）、DVDステーション�

約９０g＊６１�

１８６（W）×３６１（D）×３３５（H）mm

－�

－�

４３（W）×１５３（D）×３３（H）mm（スティック含む）�

＊１：ソフトウェアやドライバがHTテクノロジに対応している必要があります。各ソフトウェアメー
カ、周辺機器メーカにお問い合わせください。�

＊２：最大１２,０００のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要
する時間を不要にします。�

＊３：ビデオRAMはメモリ（メインRAM）を使用します。�
＊４：増設RAMサブボード（PC２７００対応-DDR３３３MHzメモリ）［１,０２４MB］を２枚実装す
る必要があります。�

＊５：増設RAMサブボード（PC２１００対応-DDR２６６MHzメモリ）［５１２MB］を２枚実装する
必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-M０４１（２５６MB）、
PK-UG-M０４２（５１２MB）を推奨します。�

＊６：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。本体に添付のディスプレイではディ
ザリングにより１,６１９万色となります。�

＊７：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。本体に添付のディスプレイでは表
示できません。�

＊８：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セット
をSoundMAXシンセサイザにロードできます。�

＊９：ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリア
な信号がアプリケーションに渡されます。�

＊１０：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一
般電話回線のみに対応しています。�

＊１１：最大５６Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大３３.６Kbpsになります。�
＊１２：添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。�
＊１３：リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最

大１００時間（マウスカーソルモード時）です。また、使用可能な距離はご使用の環境条
件や方法により異なりますが約３mです。�

＊１４：２モード（７２０KB/１.４４MB）に対応しています（ただし、７２０KBモードのフォーマットは不
可です）。�

＊１５：３モード（７２０KB/１.２MB/１.４４MB）に対応しています（ただし、７２０KB/１.２MBモードの
フォーマットは不可です）。また、１.２MBモードへの対応は、ドライバをセットアップするこ
とで可能となります。�

＊１６：１GB=１０億バイトの換算値です。�
＊１７：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約２２３GB、Dドライブ：約３.７GB、残り：

再セットアップ用として認識されます。�
＊１８：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約１３６GB、Dドライブ：約３.７GB、残り：

再セットアップ用として認識されます。�
＊１９：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約９９GB、Dドライブ：約３.７GB、残り：

再セットアップ用として認識されます。�
＊２０：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約65GB、Dドライブ：約３.７GB、残り：

再セットアップ用として認識されます。�
＊２１：コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない

場合があります。�
＊２２：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、

記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。�
＊２３：映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG２再生方式です。NTSCのみ対応して

おります。Regionコード「２」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生す
るDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニ
アPCM（９６KHz/２４bit）で記録されている２０KHz以上の音声信号は再生できません。
DVDレコーダで記録されたDVDで、書き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。�

＊２４：設定した書き込み・書き換え速度を実現するためには、書き込み・書き換え速度に応じ
たメディアが必要になります。�

＊２５：１２cmCD、DVD以外は使用できません。ハート型等の特殊形状をしたCDは故障の原
因となりますので使用しないでください。�

＊２６：縦置き時、１２cmCD、DVD以外は使用できません。８cmCDは横置きにすることで使用
できます。ハート型等の特殊形状をしたCDは故障の原因となりますので使用しないで
ください。�

＊２７：バッファアンダーランエラー防止機能付。内周と外周の書き込み速度を切り替え、安
定した高速書き込みを実現します。また、記録メディア毎に最適な書き込み速度を自
動制御する、ディスクエラー低減機能もサポート。なお、ライティングソフトウェアが表示
する書き込み予想時間と異なる場合があります。�

＊２８：DVD-RAM Ver.２ （片面４.７GB）の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用で
きませんので、カートリッジ無し、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディ
アを取り出してご利用ください。�

＊２９：DVD-RAM Ver.１ （片面２.６GB）の書き換えはサポートしていません。�
＊３０：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.２.０に準拠したメディアの書き込みに対応してい

ます。�
＊３１：DVD-RWは、DVD-RW Ver.１.１に準拠したメディアの書き込みに対応しています。�
＊３２：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。�
＊３３：本製品はCATVの一部周波数にも対応しておりますが、ケーブルテレビ会社によりサービ

ス内容に違いがあるため、接続に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。�
＊３４：本体にプリインストールされている、地上波放送受信・録画のソフトウェア名称です。�
＊３５：録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。�
＊３６：ハイビジョン映像をパソコン上で処理しやすい解像度へ変換して表示します。�
＊３７：本体にプリインストールされている、BSデジタル/１１０度CSデジタル放送受信・録画の

ソフトウェアの名称です。�
＊３８：メモリースティックとSDメモリーカードスロットは共用です。メモリースティックとSDメモリー

カードを同時に使用することはできません。�
＊３９：マジックゲート対応メモリースティックの著作権保護機能には対応しておりません。また、

メモリースティックPROには対応しておりません。�
＊４０：「マルチメディアカード（MMC）」もご利用できます。使用音楽などの著作権保護デー

タには「SDメモリーカード」をご利用ください。�
＊４１：１ポートは液晶ディスプレイに接続します。�
＊４２：１ポートはリモコン用受信ユニットで占有します。�
＊４３：接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している

必要があります。�
＊４４：USB１.１対応の周辺機器も利用できます。USB２.０で動作するにはUSB２.０対応の周

辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット（http:/ /１２１
ware.com/personal/ → 各シリーズページ → 「接続情報」）をご覧ください。�

＊４５：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。動作確認済み機種に
ついてはインターネット（http://１２１ware.com/personal/ → 各シリーズページ → 「接
続情報」）をご覧ください。�

＊４６：本機のDVI端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。�
＊４７：本機のPS/２端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。�
＊４８：光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は４８KHzのサンプリング周

波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、
SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。�

＊４９：テレビ放送受信・録画のソフトウェア（SmartVision、SmartVision BS）における音声は
出力できません。�

＊５０：「SmartVision BS」の映像音声（AAC ５.１chもしくはPCM ２ch）を出力します。 BS
デジタル/１１０度CSデジタル放送用音声出力端子としても利用できます。�

＊５１：放送内容によりサンプリング周波数３２KHz、４４.１KHzあるいは４８KHzで出力します。
また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメント
システム）に準拠した信号を出力します。�

＊５２：テレビ放送受信・録画のソフトウェア（SmartVision）における音声は出力できません。�
＊５３：ディスプレイ側のAudio端子を接続します。�
＊５４：ディスプレイ側のマイク端子を接続します。�
＊５５：著作権保護のための信号が記録されている市販素材は、ハードディスク等へ録画する

ことはできません。�
＊５６：「SmartVision BS」における映像のみ出力できます。�
＊５７：著作権保護のための信号が記録されている市販素材、またはソフトウェアの種類によ

りビデオデッキ等へ録画することはできません。また、ビデオデッキ経由でのテレビ出力
はできません（同方式でテレビに出力しているビデオ一体型テレビを含む）。�

＊５８：Sビデオ出力端子として利用できます。また、本体に添付のビデオ変換コネクタを接続
することによりコンポジットビデオ出力端子として利用できます。�

＊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した消費電力を省エ
ネ法で定める複合理論性能で除したものです。�

＊６０：本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。�
＊６１：乾電池の質量は含まれておりません。�
＊６２：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。「Microsoft® 

Windows® XP Home Edition」では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。�
＊６３：別売の「Microsof® Windows® XP Home Editionパッケージ」や別売の「Microsoft® 

Windows® XP Professionalパッケージ」をインストールおよび利用することはできません。�
＊６４：USBポートに接続します。�
＊６５：Sビデオ端子とコンポジットビデオ端子の利用は排他になります。また、表示の優先順

位はSビデオ端子→コンポジットビデオ端子の順になります。�
＊６６：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合

があります。�
＊６７：画面の左右で合わせて２５６画素分の非表示エリアが発生します。�
＊６８：D４入力端子、Sビデオ端子、コンポジットビデオ端子の利用は排他になります。また、表

示の優先順位はD４入力端子→Sビデオ端子→コンポジットビデオ端子の順になります。�

�
VL700/6D�
PC-VL7006D

�
VL570/6D�
PC-VL5706D

VL350/6D�
PC-VL3506D

�
VL300/6D�
PC-VL3006D
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シーンに合わせて選べる豊富なラインアップ�

型　名�

メモリ�

ハードディスク�

CPU

ディスプレイ�

CD/DVDドライブ�

その他�

3.5型フロッピーディスクドライブ�

グラフィックアクセラレータ�

５１２MB

 約２５０GB

HTテクノロジ インテル®�
Pentium® 4プロセッサ�

   ３GHz

１７．５型ワイド �
高輝度デジタルＴＦＴ液晶�
（TVチューナ内蔵）�
SoundVu＋サブウーファ�

USB2.0 × 8ポート＊ 1�
デュアルメモリースロット搭載�

USB2.0 × 8ポート＊ 1�
デュアルメモリースロット搭載�

USB2.0 × 8ポート＊ 1�
デュアルメモリースロット搭載�

別売（PC-VP-WU１４）�

ATI社製�
RADEONTM ９１００�

２５６MB

 約１６０GB

HTテクノロジ インテル®�
Pentium® 4プロセッサ�

   ２．６０ＣGHz

１７．５型ワイド �
高輝度デジタルＴＦＴ液晶�
（TVチューナ内蔵）�
SoundVu＋サブウーファ�

別売（PC-VP-WU１４）�

ATI社製�
RADEONTM ９１００�

２５６MB

 約１６０GB

HTテクノロジ インテル®�
Pentium® 4プロセッサ�

   ２．４０ＣGHz

１７型ワイド �
高輝度デジタルＴＦＴ液晶�
SoundVu＋サブウーファ�

DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM/R/RW）�

別売（PC-VP-WU１４）�

ATI社製�
RADEONTM ９１００�

DVDマルチプラスドライブ�
（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）�

DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM/R/RW）�

ハードウェア�

安心・快適な�
PCライフを�

インターネット・�
Eメールを楽しむ�

TVを見る・録画する�

はがきを作る�

いろいろ楽しむ�

映像、音楽を�
見る・編集する�

本体価格はすべてオープン価格です。�

NEW L INE  UP

「電子ガイド・学習ソフト」�安心して使って�
いただくために�

「DVDステーション」�DVD-ROMで�
活用方法を紹介�

「ソフトナビゲーター」�使いたいソフトが�
カンタンに見つかる�

「セキュリティ対策」�インターネットを�
快適に使うために�

「ブロードバンド対応」�大容量データも�
高速ダウンロード�

「快適ホームネットワーク」�家中のパソコンを�
ネットワークで構築�

「TV番組視聴・録画」�TVを見る・�
どんどん録画する�

「オリジナルDVD作成」�オリジナルDVDを�
作成する�

「DVDビデオ鑑賞」�上質なサウンドで�
DVDビデオを視聴する�

「VHSテープのDVD作成」�かさばるビデオを�
スッキリ整理�

「音楽CD鑑賞」�音楽CDを聞きながら�
パソコンワークを�

「オリジナルCD作成」�お気に入りの音楽や、�
Photoアルバムを作る�

「はがき作成」�いろいろな人に�
オリジナルハガキを�

「Microsoft® Office XP Personal」�ワープロ、表計算が�
すぐ使える�

VALUESTAR T

VT970/6D VT900/6D VT700/6D

Excel�
Word�
Outlook®

最大約228時間�
（長時間録画モード）�
BS・110度CSデジタル放送も視聴可�

ホームネットワーク�
アシスタント�

ホームネットワーク�
アシスタント�

ホームネットワーク�
アシスタント�

10/100/1000BASE対応�

はがき作成�

ドルビーバーチャル�
サラウンド�

DVDマルチプラスドライブ�

音楽CD鑑賞�

VHSテープ�
→DVD作成�

オリジナルCD作成� オリジナルCD作成� オリジナルCD作成�

最大約136時間�
（長時間録画モード）�

10/100/1000BASE対応�

はがき作成�

ドルビーバーチャル�
サラウンド�

DVDマルチドライブ�

音楽CD鑑賞�

VHSテープ�
→DVD作成�

最大約136時間�
（長時間録画モード）�

10/100/1000BASE対応�

はがき作成�

ドルビーバーチャル�
サラウンド�

DVDマルチドライブ�

音楽CD鑑賞�

VHSテープ�
→DVD作成�

パソコンのいろはII�
ぱそガイド�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

ソフトナビゲーター�

パソコンのいろはII�
ぱそガイド�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

ソフトナビゲーター�

パソコンのいろはII�
ぱそガイド�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

ソフトナビゲーター�

Excel�
Word�
Outlook®

Excel�
Word�
Outlook®

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP22



USB2.0 × 9ポート＊ 1�
デュアルメモリースロット搭載�

USB2.0 × 6ポート＊ 1� USB2.0 × 7ポート＊ 1� USB2.0 × 3ポート� USB2.0 × 3ポート�

１７．５型ワイド �
高輝度デジタルＴＦＴ液晶�
（TVチューナ内蔵）�
SoundVu＋サブウーファ�

ATI社製�
RADEONTM ９１００�

２５６MB

 約１６０GB  約１２０GB

HTテクノロジ インテル®�
Pentium® 4プロセッサ�

   ２．４０ＣGHz

１７型 �
高解像度デジタルTFT液晶�

DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM/R/RW）�

別売（PC-VP-WU１４）�

２５６MB

インテル®�
Celeron®プロセッサ�

   ２GHz

１７型 �
高解像度デジタルTFT液晶�

DVD-R/RWドライブ�
（DVD-R書込み最大4倍速）�

DVD-R/RWドライブ�
（DVD-R書込み最大4倍速）�

FDD内蔵�

チップセット内蔵�

２５６MB

 約１２０GB

インテル®�
Celeron®プロセッサ�

   ２GHz

１５型 �
デジタルTFT液晶�

FDD内蔵�

チップセット内蔵�

マルチプレードライブ�
（CD-R/RW with DVD-ROM）�

２５６MB

 約８０GB

インテル®�
Celeron®プロセッサ�

   ２GHz

１５型 �
デジタルTFT液晶�

FDD内蔵�

チップセット内蔵�

２５６MB

 約１６０GB

インテル®�
Celeron®プロセッサ�

   ２GHz

DVD-R/RWドライブ�
（DVD-R書込み最大4倍速）�

FDD内蔵�

チップセット内蔵�

VALUESTAR LVALUESTAR C

VC500/6D VL700/6D VL570/6D VL350/6D VL300/6D

カスタマイズモデルで、�
さらに充実のラインアップ�

http://121ware.com/store/

このラインアップ以外にも、もっ

とパワフルなCPUや、メモリ／

HDD容量、アプリケーションの

有無などを選択できるカスタマ

イズモデル（Gシリーズ）をご用

意。一人ひとりのニーズに豊富

なラインアップでお応えします。�

詳しくはインターネットで�

ホームネットワーク�
アシスタント�

ホームネットワーク�
アシスタント�

ホームネットワーク�
アシスタント�

ホームネットワーク�
アシスタント�

ホームネットワーク�
アシスタント�

オリジナルCD作成� オリジナルCD作成� オリジナルCD作成� オリジナルCD作成� オリジナルCD作成�

10/100/1000BASE対応�

はがき作成�

ドルビーバーチャル�
サラウンド�

DVDマルチドライブ�

音楽CD鑑賞�

DVDステーション�

最大約136時間�
（長時間録画モード）�

10/100BASE対応�

はがき作成�

ステレオサウンド� ステレオサウンド� ステレオサウンド� ステレオサウンド�

DVD-R/RWドライブ�

音楽CD鑑賞�

VHSテープ�
→DVD作成�

最大約96時間30分�
（長時間録画モード）�

10/100BASE対応�

はがき作成�

DVD-R/RWドライブ�

音楽CD鑑賞�

VHSテープ�
→DVD作成�

10/100BASE対応�

はがき作成�

DVD-R/RWドライブ�

音楽CD鑑賞�

10/100BASE対応�

はがき作成�

音楽CD鑑賞�

パソコンのいろはII�
ぱそガイド�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

ソフトナビゲーター�

パソコンのいろはII�
ぱそガイド�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

ソフトナビゲーター�

DVDステーション�

パソコンのいろはII�
ぱそガイド�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

ソフトナビゲーター�

DVDステーション�

パソコンのいろはII�
ぱそガイド�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

ソフトナビゲーター�

DVDステーション�

パソコンのいろはII�
ぱそガイド�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

ソフトナビゲーター�

Excel�
Word�
Outlook®

Excel�
Word�
Outlook®

Excel�
Word�
Outlook®

Excel�
Word�
Outlook®

Excel�
Word�
Outlook®

＊1：1ポートは液晶ディスプレイに接続します。�

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください  http://121ware.com/personal/ 23



■本カタログに掲載の商品は、個人・家庭用です。 ●液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に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
のであらかじめご了承ください。 ●セットのディスプレイは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ●1MB空間メモリ
リソースを使用するPCIボードは正常に作動しない場合があります。 ●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアは､別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります｡ 
●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際､一部の機能でプリンタ､スキャナ､デジタルカメラ等､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｡ ●当社製周辺機器および各種OSの使用可否､使用条件については､販売店にてご確認ください｡ ●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｡ ●固定ディスク容量は､1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。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。 ●本機に標準インストールされているOSの別売パッケージを､インストールおよび利用することはできません｡ ●テレビ放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴースト
など電波障害が強いところでは、テレビ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。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合
があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMSおよび文字放送等のデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 ●お
客様が録画､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｡ ●本機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では､本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です｡ ●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。 ●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、損害等が発生した場合、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。 ●プリインストールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。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。 ●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応したすべての周辺装置の動作を保証する
ものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。 ●本製品には、消耗部品（LCD、
CD-ROM、HDD等）が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。 ●パソコンを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが
流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された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非常に重要です。消去するためには、専用ソフト
ウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをおすすめいたします。詳細は、http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.htmlをご参照ください。�

かんたん・おとくなブロードバンドなら�

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うこ
とができます。面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアッ
プ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM

を作成することもできます。万が一、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
CD-ROM/DVD-ROM（バックアップCD-ROM/DVD-ROM）を下記にて販売しています。�
「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」  http://nx-media.ssnet.co.jp

もしもの時の再セットアップをスマートに�

ニュースタイル向け商品�
「VALUESTAR TX」�

�

環境に配慮した製品開発とリサイクル活動で�
地球環境に優しいパソコンをご提供します。�

本製品は全機種、グリーン購入法における「判断の基準」（必
須項目：エネルギー消費効率）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。�

グリーン購入法�
本製品は全機種、JEITAの「PCグリーンラ
ベル制度」の審査基準（２００３年度版）を満たしています。詳
細は、http://www.jeita.or.jp/をご覧ください。�

PCグリーンラベル�
当社は、国際エネルギースタープログラムの参
加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの
対象製品に関する基準を満たしていると判断します。�

国際エネルギースタープログラム�

��
［インターネット電話／インターネットテレビ電話について］�
●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイ
ダにご確認ください。ADSL等のブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。��
［他社製デジタルビデオカメラの連携について］�
●IEEE139４インターフェイスを装備したVALUESTARと他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があり
ます。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/personal/ （各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。�

■ご購入の前に��
［著作権に関するご注意］�
●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
等について、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、複製等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。 
●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。���

Cat. No. APC122
0305700001PM

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データ等）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハード
ディスク等）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等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。�

このカタログの記載内容は
２００3年5月現在のものです�2003.5

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。�

本カタログに掲載しているすべてのパソコンは、NECカスタムテクニカ株式会社が製造しています。�

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知お
き願います。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・使用済商品の引き取り等に要する費用は、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。本カタログ上の価格
は弊社の標準価格です。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。本商品の補修用性能部品の最低保有期間
は製造打切後6年です。�

●このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、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。 ●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。 ●機器は説明書をよくお読みの
上、正しくご使用ください。 ●画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェア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。 ●商品写真の大きさは同比率ではありません。 ●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社
では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。�

お客様が作成されたデータの�
保存に関するご注意事項�
�

ご用命は充実したサービスの当店へ�

詳しくはホームページ http://121ware.com/catalog/ �
→「環境配慮事項」をご覧ください。�

パーソナル向け商品�
「LaVie」�

インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国における
Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。ATI、RADEONは、ATI Technologies 
lnc.の商標です。Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
NXT SoundVuはニュートランスデューサーズリミテッドの商標です。Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、
Bookshelf、DirectX、Windows Mediaおよび Windowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国および
その他の国における商標または登録商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。『新
英和中辞典』 第6版©研究社 1967、1994、1998、『新和英中辞典』 第4版©研究社 1933、1995、1998、
『新明解国語辞典』 第5版©三省堂 1972、1974、1981、1989、1997。JavaおよびすべてのJava関連の
商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標
です。「BIGLOBE」、「SmartVision」「PCGATE」「FontAvenue」は、日本電気株式会社の登録商標で
す。ＤＩＯＮはＫＤＤＩ株式会社の登録商標です。ＯＤＮ（Open Data Network）は日本テレコム（株）の登録商
標です。So-net、ソネット、So-netのロゴはソニー株式会社の商標または登録商標です。東京電話インター
ネットは東京通信ネットワーク株式会社の登録商標です。ＯＣＮはＮＴＴコミュニケーションズ株式会社の商
標です。@niftyはニフティ（株）の商標です。かるがるネットは株式会社アイコムジャパンの登録商標です。
Liquid View、Liquid Surfは、Portrait Displays, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商
標です。Fresh Voiceはエイネット株式会社の登録商標です。携帯マスター、ケータイ・マスターは、株式会
社ジャングルの商標または登録商標です。てきぱき家計簿マムはテクニカルソフト株式会社の商標です。Ulead、
VideoStudio、DVD MovieWriterは、Ulead Systems,Inc. の商標または登録商標です。ADAMS-EPG
は、テレビ朝日系列２４局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。ADAMS（TV-Asahi 
Data and Multimedia Service）は、テレビ朝日データ株式会社によるデータ多重放送サービスです。InterVideo、
InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo,Inc.の登録商標です。VERITAS RecordNowは、米国VERITAS 
Software Corp.の米国における登録商標です。CyberSupportは、株式会社ジャストシステムの商標です。
アドレスステーションは、システムポート株式会社の登録商標です。AI将棋、AI囲碁、AI麻雀は株式会社ア
イフォーの商標です。Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステ
ムズ社）の商標です。筆王は株式会社アイフォーの登録商標です。筆まめは、株式会社クレオの登録商標
です。筆ぐるめは富士ソフトＡＢＣ株式会社の著作物および登録商標です。「蔵衛門」および「デジブック」
は株式会社トリワークスの登録商標です。駅すぱあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。Symantec、
SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの商標
または登録商標です。「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。「AudioMagic」は、
TDK株式会社の登録商標です。NETGAMECENTERは、（株）テラコーポレーションの商標です。
TRENDMICROおよびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。“Memory Stick”
（メモリースティック）および　　 はソニー株式会社の商標です。SDロゴは商標です。“MagicGate”（マ
ジックゲート）および　　　　　　　はソニー株式会社の商標です。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。�

このカタログは、再生紙および環境に�
やさしい大豆油インキを使用しています�

http://121ware.com

商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。�

※携帯電話、ＰＨＳなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号 03–3768–2337（通話料お客様負担）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。  �
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。�

【購入相談・使い方相談】受付時間　9：00～17：00（祝日除く）�
【故障診断・修理受付】受付時間　24時間365日（年中無休）�

商品に関する詳しい情報やサービス、�
最新のサポート情報をインターネットからもご提供。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

■主なオプション�

VALUESTARでインターネット経由のテレビ
電話を行うためのマイク内蔵型テレビカメラ
（USB接続）。�

USBカメラ�
オープン価格�PC-VP-WS11

USBインターフェイスに対応した3.5型フロッ
ピーディスクユニット。�

フロッピーディスクユニット�
PC-VP-WU14 オープン価格� オープン価格� オープン価格�

本体前面に、基本的な操作をワンタッチでお
こなうことが可能な8つのボタンを用意。最高
4,800×1,200dpi（フォト用紙使用時）。�

高性能ハードウェアMPEG2エンコーダを搭載！
ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離&DNR、
TBCなど数々の機能で映像を美しく見せてく
れます。Video-Out端子も搭載。�
※VC500/6D、VL350/6D、VL300/6Dに対応�

SmartVision HG/V
PK-VS/AG30V/ER

高性能ハードウェアMPEG2エンコーダを搭載！
DNR、TBCなどの機能で映像を美しく見せて
くれます。�
※VC500/6D、VL350/6D、VL300/6Dに対応�

SmartVision HG
PK-VS/AG30/SRオープン価格�

PICTY 500
PR-M500

NEW

ブロードバンド�
ルータ�

PK-IO/SP70 5.1chスピーカ・システムEX

PA-WB7000/BC AtermWB7000Hワイヤレス�
LANセット（11bカードタイプ）�

PA-WB7000/BE

PR-J880 PICTY 880

AtermWB7000Hワイヤレス�
LANセット（ETHERNETタイプ）�

ドルビーデジタル、AAC、DTS、ドルビープロロジックⅡに対応し、DVDはもちろん、BSデジタル、TV等も5.1chの迫力サウンドを楽しめます。�

プリンタ�

スピーカ�

型番� 品名� 仕様� 標準価格�
（税別）�

VT970/6D�
VT900/6D�
VT700/6D

VC500/6D

�
VL700/6D�
VL570/6D

VL350/6D�
VL300/6D

VALUESTAR�
L

VALUESTAR�
C

VALUESTAR�
T

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

オープン価格�

オープン価格�

オープン価格�

49,800円�

SmartBits測定で98Mbps、実効で70Mbpsの高スループットを実現したワイヤレスブロードバンドルータ。お得なPCカードタイプ子
機とのセットモデル。新高速ADSLや光ファイバなどにも余裕の高スループットを実現。100BASE-TX/10BASE-TスイッチングHUB
（4ポート）も装備。各種設定も「クイック設定Ｗｅｂ」や「らくらくアシスタント」で簡単に行えます。「ESS-IDステルス機能」「WEP」
などのセキュリティ機能も充実。�

SmartBits測定で98Mbps、実効で70Mbpsの高スループットを実現したワイヤレスブロードバンドルータ。無線機能を本体に内蔵。
ＯＳフリーのETHERNET子機とのセットモデル。新高速ADSLや光ファイバなどにも余裕の高スループットを実現。100BASE-
TX/10BASE-TスイッチングHUB（4ポート）も装備。各種設定も「クイック設定Ｗｅｂ」や「らくらくアシスタント」で簡単に行えます。
「ESS-IDステルス機能」「ＷＥＰ」などのセキュリティ機能も充実。�

スマート＆コンパクト高画質スタンダードピクティとして、軽さ２．０４kg，幅４２２×奥行１８２×高さ１４２ｍｍ（給紙トレイ収納時）の省ス
ペース設計。解像度は、フォト用紙使用時２，４００ｄｐｉ×１，２００ｄｐｉ。印刷速度は、最高モノクロ１０枚/分、カラー８枚/分。新ドライバ
採用で印刷設定も簡単に行えます。�

◎主なオプションのご購入は、最寄りの販売店または、NECインターネットショッピングサイト121＠store（http://121ware.com/store/）にご用命ください。�


