
地上デジタル放送が楽しめるPC�
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2004.1

地上デジタル放送対応、23型ワイド液晶ディスプレイ、�

そして水冷システム。「最先端」を自在に操る喜びをあなたに。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

�

2003年12月に放送を開始した地上デジタル放送にいち早く対応。

これまでの地上アナログ放送よりも高画質・高音質な番組を視聴で

きるほか、視聴者参加番組、ゲーム、クイズ、オンラインショッピングな

どの双方向サービスを楽しむことができます。番組をハードディスクに

録画する際は、電子番組表（EPG）を使って番組検索や録画予約

が手軽に行えます。さらにデータ放送も一緒に録画しますので、地上

デジタル放送ならではの楽しみ方ができます。�

地上デジタル放送対応モデルが新登場!!�

先進の地上デジタル放送がいち早くPCで楽しめる。�

※地上デジタル放送は、時期／地域により放送されていない場合があります。事前にご確認ください。 ※地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送のハイビジョン放送は、パソコン上で処理しやすい解像度に変換して表示し
ています。 ※地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送では番組によって録画できないものや録画するために番組の購入を必要とする場合があります。 ※SmartVision DGによる地上デジタル放送とSmartVision BSに
よるBSデジタル・110度CSデジタル放送の録画形式は、DVDビデオの形式とは異なるため、DVDプレーヤで再生可能な形式での保存はできません。また、録画した番組は録画を行ったパソコンのSmartVision DGおよびSmartVision 
BSでのみ再生可能です。 ※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。�

PCIスロットに、地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル

放送、地上アナログ放送の３種類のTVボードを標準搭載。ハードウェ

ア処理により、様々なTV番組を存分にお楽しみいただけます。�

PCIスロットに、各種TVボードを搭載！！�

地上アナログ放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送の視聴も可能。�

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/valuestar/tx/
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Cat. No. APC168
このカタログの記載内容は
２００４年１月現在のものです�2004.1

http://121ware.com［ワントゥワンウェア］�

ご用命は充実したサービスの当店へ�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。�

NEC121コンタクトセンター�

フリーコール 0120-977-121
※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）�
【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を�
インターネットからもご提供しています。�

〒108－8001 東京都港区芝五丁目7 －1（NEC本社ビル）�

〒143－0011 東京都大田区大森本町一丁目6 －1（大森パークビル）�

NEC�

NECパーソナルプロダクツ�
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。�

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。�

■本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。 ●本カタログに掲載の商品は、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。 ●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。 ●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。 ●本商品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｡ ●本商品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｡ ●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｡ ●ハードディスク容量は、1MB＝10002バイト、1GB＝10003バイト換算値
です。1MB＝10242バイト、1GB＝10243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。 ●本商品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｡ ●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。 ●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。 ●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。 ●本商品に装備
されている各種インターフェイス（USBなど）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。 ●本商品には、消耗部品（LCD、HDDなど）が含まれていま
す。長時間の連続使用など使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。 ●パソコンやメモリカードを廃棄・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、ハードディスクやメモリカード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します。詳細は http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html（ハードディスク） 
http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html（メモリカード）をご参照ください。 ●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 http:// 121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541 をご覧ください。�
�
●このカタログに記載された仕様、価格、デザインな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。�
�
●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しく
は、取扱販売店にお問い合わせください。 ●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。�

■アナログ放送からデジタル放送への移行について�

［デジタル放送への移行スケジュール］�
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一
部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年
末までに放送が開始される予定です。�
該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていま
すが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011
年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、
国の方針として決定されています。�

2000年� 2003年� 2006年� 2011年�

地上デジタル放送�

地上アナログ放送�

２００３年１２月�

２０１１年７月終了�

ＢＳデジタル放送�

ＢＳアナログ放送�

２０００年１２月�

２０１１年までに終了�

インテル、Intel、Pentium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 Inc.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、MS、Windows、Officeロゴ、Outlook、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、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。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。�

このマークが表示されている弊社製品は弊社が無償で回収・

再資源化いたします。詳細はインターネットをご覧ください。�
PCリサイクルマーク�

個人のお客様   http://121ware.com/support/recyclesel/�
企業のお客様   http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

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、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。�

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（ハードディスクなど）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。�

お客様が作成されたデータの�
保存に関するご注意事項�

地上アナログアンテナ入力端子�

地上デジタルアンテナ入力端子�

BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子�

音声入力端子＃1

音声出力端子・光デジタルオーディオ出力端子＃3

Sビデオ・コンポジット共用�
入力端子＃1

Sビデオ・コンポジット共用出力端子＃3

音声出力端子・光デジタルオーディオ出力端子＃2
Sビデオ・コンポジット共用�
出力端子＃1

音声出力端子・光デジタル�
オーディオ出力端子＃1

ICカードボックス接続端子�

Sビデオ・コンポジット共用出力端子＃2

VX980/8F

HT テクノロジ インテル® 
Pentium® ４ プロセッサ�3.20GHz

512MB（256MB×2）�
PC3200、デュアルチャネル対応�

RADEONTM 9600SE

約250GB（高速7,200回転/分）�

高速DVDスーパーマルチドライブ�
（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）�

地上アナログ�

ＴＶ�Ｗチューナ�

TVボード部分拡大�

23型ワイド　高輝度デジタルTFT液晶�

SoundVu／サブウーファ／地上アナログTVチューナ搭載�

電源スイッチ�

IEEE1394コネクタ�

USBコネクタ×2

PCカード�
スロット×２�

ディスクトレイ�
イジェクトボタン�

DVDスーパーマルチ�
ドライブ�

S映像�
入力端子＃2

映像入力端子＃2 音声入力端子（L）＃2 音声入力端子（R）＃2

デュアル�
メモリースロット�
�

光デジタルオーディオ�
（S/PDIF）出力端子�

シリアルコネクタ�

LANコネクタ�

音声出力端子�

音声入力端子�

ラジエータ�

外部マイクロフォン端子�

PS/2キーボードコネクタ� PS/2マウスコネクタ�

AGPスロット�

パラレルコネクタ�

USBコネクタ×3

IEEE1394コネクタ�

●地上アナログ（上から）�

●BSデジタル・110度CSデジタル（上から）�

●地上デジタル（上から）�

デジタル�
TV

地　上�
BS・110度CS

トリプルワイヤレスLAN�
（IEEE802.11a/b/g）�

充実のインターフェイス�

オープン価格�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

VX980/8F

23型ワイド�
液晶ディスプレイ�

パソコンの稼動音を抑える『水冷システム』�

情報機器と生活空間の調和を目指して、次代の静音性を追求。�

「SoundVu」搭載23型ワイド液晶ディスプレイ�

 臨場感あふれるサウンドとダイナミックな映像世界を実現。�

これまでは、パソコンの処理能力が向上するのに伴ってCPUの発熱量が増

え、冷却ファンの駆動音も高くなるのが一般的でした。VALUESTAR TXは、

冷却液を循環させてCPUを冷却する画期的な水冷システムを搭載。CPU

ファンをなくすことで静音性を実現しています。さらに、大口径の電源ファン

や、ファンレスのグラフィックアク

セラレータの採用など、徹底的に

静けさにこだわり、稼動時はささ

やき声程度といわれる約30dB＊１

  

を達成。稼動音を気にせず、静か

な環境の中でパソコンライフを楽

しめます。�

家庭用液晶TVと比べても遜色のない大画面と高画質、そして広い視野

角を実現した23型ワイド液晶ディスプレイ。エキサイターでディスプレイパ

ネル全面を振動させて音を出

す、画期的なフラットパネルス

ピーカ技術「SoundVu」も搭

載し、迫力の大画面と臨場感

あふれるサウンドでTVやDVD

が楽しめます。また、地上アナ

ログTVチューナを内蔵してい

ますので、ディスプレイのみで

高画質液晶TVとしてもご使

用いただけます。�

ラジエータ内�
ヒートシンク�

銅パイプ�
リザーブタンク�

フレキシブル�
チューブ�

ポンプ�

水冷ジャケット�

電源ファン�
（System Power Supply FAN）�

水冷システムの�
冷却液の流れのイメージ�

■水冷システム�

SoundVuTM
サウンドビュー�

＊１：木の葉のふれあう音が約20dB、ささやき声が約30dB、深夜の市内が約40dB。（参考資料：東京都環境局「東京の環境」）�
※数値は製品の個体差で若干上下することがあります。�


