
多
彩
な
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
で
、�

個
性
あ
ふ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
フ
を
演
出
す
る�

バ
リ
ュ
ー
ス
タ
ー�

http://121ware.com/valuestar/

2004.1
個性で選ぶデスクトップPC�
VALUESTAR TX�
VALUESTAR T�
VALUESTAR U�
VALUESTAR L�
VALUESTAR H

地上デジタル放送�
対応モデル新登場！！�
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�

「お気に入りのタレント、今のTV映像を録画しておけばよかった」「DVDビデオや音楽をリラックスして楽しみたい」�

「旅行の思い出をDVDにも残したい」…バリュースターには、そんな一人ひとりの気持ちに応える機能や工夫がいっぱいです。�

パソコンでやってみたかったことが、思いどおりにできるから、胸がときめく。心地いいから、夢中になれる。�

あなたの快適なデジタルライフのそばに、いつもバリュースター。�

思いどおりにできるから、胸がときめく。�
心地いいから、夢中になれる。新バリュースター。�
�

詳しくはP.16-19をご覧ください。�

23型ワイド液晶ディスプレイの迫力ある大画面と、�
新スピーカシステム「SoundVu」の臨場感あふれるサウンド。�
地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送、�
地上アナログ放送に対応したモデルをご用意。�
見たいTV番組をパソコンならではの高機能で楽しめます。�

臨場感あふれるTV映像を見る、録る、遊ぶ。�

�

ホームネットワークで、AVを自在に楽しむ。�
自分のパソコンやホームネットワーク上の映像、写真、音楽をマウスやリモコンで�
操作できる統合閲覧ソフト「MediaGarage」が、これまでにない�
快適なホームネットワーク環境を実現。さらに、「ドット・ゲートサービス」なら、�
外出先から自宅のパソコンのさまざまな機能・サービスが使えます。�

詳しくはP.20-21をご覧ください。�

※ 写真（左下および右上）にある周辺機器はナショナル・パナソニックのデジタルビデオカメラNV-GS100K（別売）と液晶テレビTH-26LX20（別売）です。ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター　フリーダイヤル：0120-878-365（受付：9:00～20:00）。�
※ 写真（右下）にあるデジタルカメラはIXY DIGITAL L（別売）です。キヤノンお客様ご相談センター　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

新登場！！�
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P.30-31ソフトウェア一覧、ディスプレイ仕様一覧�

P.28-29サポート・環境�

P.32-33仕様一覧�

P.34-35ラインアップ�

P.14-15

TVもパソコンも楽しめる�
高画質液晶TV

P.12-13

気軽にパソコンライフを楽しむ�
スタイリッシュPC

リモコンで�
AVを自在に操る�
エンターテイメントPC

P.10-11

P.08-09

一歩先行く�
TVライフを演出する�
AVクリエイトPC�
�

P.04 -07

卓越したパワーと優れた�
静音性を両立した�
ハイグレードPC

快適に使える。安心して始められる。�

大切な思い出は、DVDに記録する。�

やりたいことのジャンルを選んでいくだけで、�
お目当てのソフトにスムーズにアクセスできる�
「ソフトナビゲーター」をはじめ、VALUESTARには�
初心者の方にもやさしい�
親切装備が充実しています。�

撮りためた映像・画像やお気に入りの音楽を取り込み、�
マルチメディアファイル管理ソフト�
「SmartHobby」で編集・加工。�
VALUESTARなら、「DVDスーパーマルチドライブ」や�
「DVDマルチドライブ」などで、�
オリジナルDVDの作成も手軽に楽しむことができます。�

詳しくはP.22-24をご覧ください。�

詳しくはP.25-27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/valuestar/

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP Media Center Edition

新登場！！�新登場！！�
地上デジタル放送�
  対応モデル�



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。�

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

ビスが楽しめます。また、電子番組表（EPG）を使った番組の検索や録

画予約、ハードディスクへの録画、再生もスムーズ。さらに、地上アナロ

グ放送やBSデジタル・110度CSデジタル放送もお楽しみいただけます。�

パソコンの稼動音を抑える、�
NEC独自の水冷システム。�

地上デジタル放送対応モデルが新登場。＊１��
BSデジタル・110度CSデジタル放送の視聴も可能。�

ビデオサーバとして映像を高画質配信。�
見たいシーンを逃さない便利なTV機能＊１

�も搭載。�

背面に飛び出たラジエータ部は、冷却性能を向上させ
ることに役立っています。�

「地上デジタル放送」、「BSデジタル・110度CSデジタル放送」について詳しくはP.17をご覧ください。�

「SmartVision」について詳しくはP.18-19をご覧ください。�

添付の地上アナログ対応TVソフト「SmartVision」により、電子番組

表（EPG）を利用した録画予約のほか、放送中の番組の一時停止

や巻き戻し、追っかけ再生など、見たいシーンを逃さない便利な機能

がご利用いただけます。また、ネットワーク接続された他のパソコン（最

大２台＊2

　）から、VALUESTAR TX経由でTVや、録画番組を見たり録

画予約することもできます。�

＊1：VX980/8F ※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、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。 ※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。�

＊1：地上アナログ放送のみです。　＊2：ライブ放送の視聴は1台のみです。�

（VX980/8F）�

20dB 30dB 40dB

※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。  ※測定条件は、ISO7779準拠。�

［VX980/8F、VX500/8A］�

［VALUESTAR TX 2002年10月モデル］�

待機時�

CPU高負荷時�
（HDDアイドル状態）�

待機時�

CPU高負荷時�
（HDDアイドル状態）�

静音効果の測定値�

新登場！！�新登場！！�
地上デジタル放送�
  対応モデル�
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 臨場感あふれる音と映像の世界を表現する�
「SoundVu」搭載23型ワイド液晶ディスプレイ。�

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。�

充実のインターフェイスをボディ前面に集約。�
デジカメ連携が容易な「デュアルメモリースロット」も搭載。�

ボディ前面にAV入力端子を備えていますので、ビデオカメラやビデオデッ

キとの接続がスムーズに行え、DVDへのダビングも容易に行えます。そ

のほか、IEEE1394、USB2.0、デュアルメモリースロットなど、使用頻度

の高いインターフェイスを集約しています。「デュアルメモリースロット」＊

1

　に、アダプタを介すことなく、メモリースティックや4bitパラレルの高速

転送が可能なメモリースティックPRO、SDメモリーカードを直接スロット

に差し込むことで簡単に画像などのデータを読み込めます。＊2　また、デジ

カメから取り込んだ画像は、そのまま添付のマルチメディアファイル管理

ソフト「SmartHobby」でフォトライブラリ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ができます。�

「SmartHobby」について詳しくはP.22-23をご覧ください。�

DVDは8倍速の高速書き込みを実現。�
メディアを選ばない「DVDスーパーマルチドライブ」。�

用途に応じてさまざまなメディアに対応する、「DVDスーパーマルチド

ライブ」を搭載。特に、DVD+Rでは最大8倍速の高速書き込みを実

現します（DVD+RWは最大4倍速）。デジタルビデオカメラで撮影し

た思い出の映像からオリジナルDVDを作成した

り、出力機器の対応メディアに合わせた映像／

データの書き込みなども思いのまま。作成した

DVDメディアは家庭用DVDレコーダやDVDプレー

ヤで再生することが可能です＊1

　。�

SDメモリーカード＊4メモリースティック＊3
メモリースティックPRO＊3

DVDドライブと対応メディア�

ドライブ�
記録メディア�再生メディア�

DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-RDVD-ROM CD-ROM
DVDスーパー�
マルチドライブ�

 ＊2：カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。�

DVD+RW DVD+R
＊2
��

＊1：DVDメディアに保存したビデオは、家庭用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。DVD-RAMに保存した場合、DVD-RAM未対応の家庭
用DVDプレーヤでは再生できません。�

SmartHobby

複数の作業を同時にこなす、�
HTテクノロジインテル® Pentium®

� 4プロセッサを搭載。�

1つのプロセッサで2つのタスクを同時に並行して実行するハイパー・

スレッディング・テクノロジに対応した処理能力の高いCPU、HT テ

クノロジインテル® Pentium®

 4 プロセッサを搭載。高速スループットで

ブロードバンド回線へアクセスしたり、TV録画をしながらゲー

ムを楽しむなど、高性能マルチタスク処理で複数の作業を

同時にこなします。�

＊1：「マジックゲートメモリースティック」および「メモリースティックPRO」の著作権保護機能には対応しておりません。�
＊2：CDからパソコンに取り込んだ著作権保護されている音楽データには「SDメモリーカード」をご使用ください。�
＊3：「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�
＊4：「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・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/

「SoundVu（サウンドビュー）TM」について詳しくはP.16をご覧ください。�

よりパワフルな低音域で�
音に深みを出す�
「サブウーファ」�

SoundVuTM
サウンドビュー�

23型ワイド液晶ディスプレイ�
（地上アナログTVチューナ内蔵）�

ディスプレイパネルを�
振動させて音を出す�
「エキサイター」�

ディスプレイ背面は丸みを帯びた�
スタイリッシュなフォルム�

家庭用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を採用。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。�

�

エ
キ
サ
イ
タ
ー�

（VX980/8F）�

新登場！！�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

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/ 05



FINAL FANTASY XI

RADEONTM 9600SE
＊1：VALUESTAR TXは「FINAL FANTASY XI」の動作認定パソコン

です。「FINAL FANTASY XI」は添付していません。�

ハイグレードな要求に応えるために、�
選び抜かれたスペックと機能。�

●大量コンテンツをストックできる�
　約250GB＊1

�の大容量ハードディスク搭載。�

地上アナログ放送�
TVボード�

地上デジタル放送�
TVボード�

BSデジタル・�
110度CSデジタル放送�
TVボード�

© 2002, 2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Title Design by Yoshitaka Amano

AGPスロットには、DirectX®9.0に対応し、デジタル映像処理に高い

パフォーマンスを発揮するRADEONTM 9600SEを搭載。騒音の原因

となるファンがない静音設計です。DVDビデオやインターネットストリー

ミング、さらには株式会社スクウェア・エニックスの「FINAL  

FANTASY XI」
＊1

�などの３Ｄゲームも、スムーズでリアリティある画面

表示を実現します。�

約250GB＊1
�のハードディスクの搭載により、TV番組の長時間録

画をはじめ、高精細な画像・映像の保存や、お気に入りの曲を集め

て音楽サーバとして利用する

など、大量のコンテンツを手

軽にストックできます。さらに、

2ndHDD拡張ベイを標準装

備していますので、内蔵ハー

ドディスクの増設も容易です。�

●データ転送速度を約2倍に向上させる�
　デュアルチャネルDDR SDRAM。�

＊1：一般的なPC用DDR DIMMは、クロック（正確には2分の1クロック）
あたり64ビットデータを転送する規格。デュアルチャネルで接続す
ることで、クロックあたり128ビットデータ（64ビット×2）が転送可能。�

一般的なチップセットでは1本のみのメモリバスを2本に増加させ同時

にアクセスすることで、理論上データ転送速度を2倍＊1

　に向上させる

ことができるデュアルDDR SDRAM

（DDR400、PC3200対応）を採用。大

容量メモリをより快適に活用できます。�

●PCIスロットに、�
　各種のTVボードを搭載。�

54MbpsのIEEE802.11a/IEEE802.11gと、

11MbpsのIEEE802.11bの3つの規格に対

応した先進の「トリプルワイヤレスLAN」
＊1

��を

搭載。すべての規格に対

応していますので、お使い

の環境に合わせてフレキ

シブルに対応できます。　

PCIスロットに、地上デジタル放送
＊1

�、BSデジタル・110度

CSデジタル放送
＊1

�、地上アナログ放送の３種類のTVボード

を標準搭載。様々なTV番組を存分にお楽しみいただけます。�

●動画や3Dゲームをストレスなく楽しめる�
　高性能グラフィックボード。�

●あらゆる環境で快適に使える�
　「トリプルワイヤレスLAN」搭載。�

＊1：VX980/8F。  VX500/8Aは約160GBです。� 写真はVX500/8Aです。�

＊1：VX980/8Fのみ�

�

VX980/8Fの�
合成写真です。�

※VX500/8Aは出荷時に、スロット3基のうち2基が空き状態となっています。VX980/8Fは、�
　空きスロットがありません。  ＊1：VX980/8Fのみ�
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※前面は2機種とも共通です。背面はVX500/8Aです。�

デジタル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。�

※ディスクへの記録形式や記録状態によって最大性能が出ない場合があります。�

高品質コンテンツの繊細なサウンドを�
堪能できる静音型DVDドライブ。�

放熱効果を維持しながら�
回転数を制御する大型ファン。�

高速な読み取りが必要なDVD-ROM駆動時には

ドライブの回転速度を上げ、DVDビデオ再生時は

回転速度を落とすなど、ドライブに挿入したメディ

アの種類により自動的に回転数を調節し、駆動

時に発生する振動や騒音を低減します。�

シーク時の音響ノイズの主な原因であるアクチュエータアーム。

VALUESTAR TXでは、音響ノイズが発生する瞬間だけ磁気ヘッドを

なめらかに移動させることで、十分な性能を維持しながら音の発生す

る原因となる励振を減らし音響ノイズを低減します。�

シーク時の音響ノイズを低減した�
ハードディスクを採用。�

高回転数のために騒音が大きくなり

がちな一般の80mmファンではなく、

低回転で風切り音の少ない大口径

（120mm）のファンを採用。さらに、

状況に応じてファンの回転数をコント

ロールする静音設計がなされています。�

水冷システムでは、CPUに銅製の水冷ジャケットを被せ、その接触面に、

高い熱伝導率を持つシリコングリスを採用。CPUが発した熱を吸収し

た冷却液は、本体の裏に突き出たヒートシンクを持つラジエータへ送ら

れ、大型電源ファンの風によって装置外部に熱を排出し、再び、高性

能の小型ポンプで水冷ジャケットに送られます。ポンプは、CPUの温度

に応じて流量をコントロールするため、余分な騒音も低減。また、各種

のテスト（高温試験・低温試験・温度サイクル試験・振動試験・落下試

験・加圧試験）を行い、トータルな信頼性の確認を行っています。�

冷却液を循環させCPUを冷却する�
画期的な水冷システム。�

�

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）�

１２０mmファン�８０mmファン�

水冷システムの�
冷却液の流れのイメージ�

VX500/8A

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

充実のインターフェイス�

VX980/8F

PC3200�
デュアルチャネル対応�

HT テクノロジ インテル® 
Pentium® ４ プロセッサ�2.80C GHz

512MB（256MB×2）�
PC3200、デュアルチャネル対応�

RADEONTM 9600SE

約160GB（高速7,200回転/分）�

17型　高解像度デジタルTFT液晶�

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

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）�

ＴＶ�Ｗチューナ� ＴＶ�

▼VX980/8FのTVボード部分拡大写真�

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�

CD/DVD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�

地上アナログアンテナ入力端子�
シリアルコネクタ�

LANコネクタ�

USBコネクタ×３�

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�

PCI スロット�

パラレルコネクタ�

音声入力端子＃1

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＃1

IEEE1394コネクタ�

音声出力端子・光デジタル�
オーディオ出力端子＃1

デジ�
タル�

●地上アナログ�

●BSデジタル・110度CSデジタル�

●地上デジタル�

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）�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

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/ 07



地上アナログ対応TVソフト「SmartVision」により、電子番組表（EPG）

で番組情報をパソコン画面に一覧表示。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もでき、表示された番組をダブ

ルクリックするだけで録画予約の設定が完了。さらに、放送中の番組の

一時停止や巻き戻し再生、録画中でも最初のシーンからプレイバックで

きる追っかけ再生など、見たいシーンを逃さないうれしい機能が満載です。�

パソコンならではの多彩なTV機能＊1
 で�

思いのままにTV視聴が楽しめる。�

迫力たっぷりの大画面23型ワイド液晶ディスプレイ＊1 に、�
臨場感あふれる「SoundVu（サウンドビュー）TM」搭載。�

従来の17型ワイド液晶ディスプレイ
＊2

�に加え、パソコンセットモデル用のディ

スプレイでは最大クラス
＊3

�の23型ワイド液晶ディスプレイを用意したモデ

ルを新たにラインアップ。ARコーティングにより光の映り込みを抑えた上

に、家庭用TVと同等レベルの高輝度と広い視野角を実現し、どこから見

てもくっきり鮮明で美しい映像を迫力たっぷりの大画面でお楽しみいた

だけます。さらに、ディスプレイのパネル全体から音が広がる「SoundVu」

も搭載。迫力の大画面と臨場感あふれるサウンドとの相乗効果で、TV

視聴やDVDビデオ鑑賞の際に、これまで体験したことのない感動をもた

らします。また、VT500/8Dは、美しくきめ細かな画像をお楽しみいただける

17型高解像度液晶ディスプレイを採用。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いただけます。�

「SmartVision」について詳しくはP.18-19をご覧ください。� 「SoundVu（サウンドビュー）
TM
」について詳しくはP.16をご覧ください。�

＊1：VT900/8Dに搭載 　＊2：VT700/8Dに搭載  �
＊3：当社調べ（2003年12月現在）�

「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載�
TVボード」＊1 で美しいTV映像を極める。�

ディスプレイパネル
を振動させて音を
出す「エキサイター」�

よりパワフルな低音域で�
音に深みを出す�
「サブウーファ」�

「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ」について詳しくはP.18をご覧ください。�

＊2：VT500/8Dを除く全モデル対応。�
＊1：地上アナログ放送に対応。�

＊1：地上アナログ放送に対応。�

映像の美しさに徹底してこだわった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。

そのキーデバイスとなる「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ

搭載TVボード」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」やビデオ入力映像の揺れやゆがみを抑

える「タイムベースコレクタ機能」を提供。さらに、

中上位モデルには、色のにじみやチラツキを抑

える「3次元Y/C分離機能」
＊2

�、ゴースト現象を

軽減する「ゴーストリデューサ機能」
＊2

�も備え、

鮮明で美しいTV映像をお楽しみいただけます。�

�

SoundVuTM
サウンドビュー�

23型ワイド液晶ディスプレイ�
（TVチューナ搭載）�

エ
キ
サ
イ
タ
ー�
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すべてのDVDフォーマットに対応＊1
 、�

高速DVDスーパーマルチドライブ搭載。�

パソコン本体とディスプレイの�
ダブルTVチューナ搭載＊1

 で2画面表示が可能。�

業界最大クラス＊
�の2 3型ワイド液晶ディスプレイ搭載、�

迫力の大画面でTVを超えたTVの楽しみ方ができる。�

HT テクノロジ インテル® �
Pentium® ４ プロセッサ�2.80C GHz

512MB（256MB×2）�
PC3200、デュアルチャネル対応�

約160GB（高速7,200回転/分）�

HT テクノロジ インテル® 
Pentium® ４ プロセッサ�2.80C GHz

512MB（256MB×2）�
PC3200、デュアルチャネル対応�

約160GB（高速7,200回転/分）�

17型ワイド�
SoundVu／サブウーファ／地上アナログTVチューナ搭載�

高輝度デジタルTFT液晶�

17型  高解像度デジタルTFT液晶�
SoundVu／サブウーファ搭載�

VT700/8D

VT500/8D

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

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

�
Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

HT テクノロジ インテル® 
Pentium® ４ プロセッサ�2.80C GHz

512MB（256MB×2）�
PC3200、デュアルチャネル対応�

約250GB（高速7,200回転/分）�

23型ワイド�
SoundVu／サブウーファ／地上アナログTVチューナ搭載�

高輝度デジタルTFT液晶�

VT900/8D

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

�
Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

ＴＶ�Ｗチューナ�

ＴＶ�Ｗチューナ�

ＴＶ�

＊1：カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。�
※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。�

約250GB＊1 の大容量ハードディスクで�
連続ドラマや長時間番組も余裕で録画。�

高画質で美しく録画できるVALUESTAR Tは大容量ハードディスク

を搭載、約250GB搭載モデル
＊1

�では最大約224時間。約160GB搭

載モデル
＊2

�では約133時間の長時間TV録画が可能です。�
＊1：VT900/8Dの場合。　＊2：VT700/8D、VT500/8Dの場合。�

パソコン本体だけでなく、ディスプレイにも地上アナログTVチューナを

搭載。見たい番組が同じ時

間に重なった時などに、メイン

画面上にサブ画面を表示で

きるので、スポーツの中継を

見ながら裏番組をチェックした

り、録画したりすることが可能

です。メイン画面とサブ画面

の切り換えも自在。さらに、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。�

TVが見られるVALUESTAR Lもあります。詳しくは、P.12-13へ�

高度なクリエイティブ用途に快適に応える�
ハイパフォーマンスを提供。�
�

VALUESTAR Tは、１つのプロセッサで2つの処理を同時に並行して

実行する最新高速CPU HTテクノロジインテル®  Pentium® 4 プロセッ

サを採用。さらに、データ転送速度を２倍に向上させるデュアルチャネ

ルDDR SDRAM（PC3200対応）高速メモリをはじめ、高精細な動画

や迫力ある3Dゲームなどの大容量データをスピーディに処理してダイ

ナミックな画像を映し出す高速グラフィックアクセラレータRADEONTM

9600SE
＊1

�、先 も々安心して使える高速LAN1000BASE-T対応など、

映像や音楽など多彩なクリエイティ

ブ用途にも快適に応える先進機能

を搭載しています。 

すべてのDVDフォーマットに対応する「DVDスーパーマルチドライブ（DVD-

RAM/R/RW with DVD+R/RW）」を搭載。特にDVD+Rは、最大8

倍速の高速書き込みを実現します。さらに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データ保存が

可能。DVD-RAMは、フロッピー感覚で

大容量データを保存できるなど用途に

合わせて使うことができます。�

＊1：VT500/8Dを除く。�

＊1：VT500/8Dを除く。�

RADEONTM 9600SE

�
Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

RADEONTM 9600SE

＊：当社調べ（2003年12月現在）�

サブ画面�

メイン画面�

※ディスプレイとの接続には、AGPグラフィックアクセラ
レータ上のディスプレイインターフェイス（DVI-Iコネクタ）
を利用する必要があります。I/Oプレート部に搭載の
アナログRGBコネクタは利用できません。�

　（VT500/8Dを除く）�

充実のインターフェイス�

PS/２マウスコネクタ�

外部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�

DVI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�

CD/DVDドライブ�

デュアルメモリー�
スロット�

PCカードスロット×２�

電源スイッチ�

USBコネクタ×２�

IEEE１３９４コネクタ�
（４ピン）�

TVアンテナ端子�

S映像入力端子�
映像入力端子�
音声入力端子�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

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/t/ 09



Windows® XP Media Center Edition搭載。�
エンターテイメントをリモコン操作で楽しめる。�

VALUESTAR Uは、Windows® XPをベースとした最

新OS Microsoft® Windows® XP Media Center�

Editionを搭載。Windows® XPMedia Center Edition

を起動することで、メディアごとのソフトを意識すること

なくTV、音楽、写真、映像、DVDがシンプルなリモコン

操作で気軽にお楽しみいただけます。�

ビデオプレーヤ感覚で鑑賞できる「マイビデオ」�

デジタルビデオから取り込んだり、インターネット

などさまざまな方法や友人から入手した映像をラ

イブラリとして一覧表示。ビデオ・コンテンツの

選択から再生／停止、音量調整などもリモコン

でらくらく操作でき、まるでビデオプレーヤのよう

な感覚でビデオ鑑賞が楽しめます。�＊1：電子番組表（EPG）は、株式会社日刊編集センターのホームページからインターネットを通じてダウンロードします。�

好きなTV番組を手軽に予約録画できる「電子番組表（EPG）」�

地上アナログ／BS／ケーブルテレビに対応した

電子番組表（EPG）
＊1
�により、約1週間分の録画

予約が面倒なコード入力の手間なく簡単に設定

できます。また、出演者名、番組名、ジャンルでの

番組検索も可能。１回／複数回／シリーズ全部

などの録画選択もリモコンですべて操作できます。�

�

アルバムジャケットでＣＤを選択できる「マイミュージック」�

アルバム名、アーティスト名などの一覧表示から

リモコンで選択するだけで、聴きたいCDが楽しめ

ます。CDによっては、アルバムジャケットでビジュ

アルに選択することも可能。再生中は、音楽に

合わせて動く視覚エフェクトを表示させることもで

きます。�

音楽とミックスしたスライドショーが楽しめる「マイピクチャ」�

ライブラリは、写真のアイコンにより、わかりやす

く表示。「マイミュージック」で好きな音楽を

BGMにしながら、スライドショーをビデオ感覚で

楽しむことができます。さらに、赤目やコントラスト、

写真の向きなどの簡単な画像修正もリモコンで

行えます。�

TVの視聴／録画／再生が自在にできる「マイテレビ」�

ご家庭のアンテナケーブルと接続することにより、

TV（地上アナログ）放送を視聴することができま

す。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、放送中の番組の一時停止、

巻き戻し再生など、パソコンならではのTVライフ

を満喫できます。�

多彩なDVD機能をラクラク操作できる「DVD再生」�

クリアな映像と迫力のサウンド、そして家電並み

のリモコン操作により、お気に入りのDVDを存

分に楽しむことができます。再生／停止などの

基本操作はもちろん、チャプター情報、カメラア

ングルの変更、言語の切り換えなどの操作も、リ

モコンでスムーズに行えます。�

〈TV視聴／録画について〉利用できるBS／ケーブルテレビのチューナまたはホームターミナルについては、マイ
クロソフト社のサイトhttp://www.microsoft.com/japan/windowsxp/mediacenter/にて事前にご確認ください。
BS／ケーブルテレビの放送局から提出されるコンテンツが著作権者の保護対象となっている場合は、正常に録
画できない場合があります。�
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�
快適なデジタルライフを提供する�
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

ディング・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 2.60C GHzを搭載。メモリは最大

2GBまで増設でき、ハイパフォーマンスを要求する画像や映像編集、コ

ンテンツ制作にも優れた処理能力を提供します。さらに、DirectX® 9.0に

対応した高速グラフィックアクセラレータ、

ATI社製 RADEONTM 9600SEを搭載。

TVやビデオ映像などを、より美しくスムー

ズに再現します。さらに、Windows® XP 

Media Center Edition上での各メディ

ア間の移動もスピーディに実現します。�

�

※ディスプレイとの接続には、AGPグラフィックアクセラレータ上のディスプレイインターフェイス（DVI-Iコネクタ）
を利用する必要があります。I/Oプレート部に搭載のアナログRGBコネクタは利用できません。�

メディアの境界を超えた、�
くつろぎのエンターテイメント・ワールドへ。�

充実のインターフェイス�

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

512MB

RADEONTM 9600SE

約250GB（高速7,200回転/分）�

17型�
SoundVu／サブウーファ搭載�

高解像度デジタルTFT液晶�

VU700/7G

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

ＴＶ�

映像と音を融合した新しい臨場感を演出する�
「SoundVu（サウンドビュー）TM」搭載17型液晶ディスプレイ。�

ＴＶ録画も、写真・音楽コンテンツの保存も、�
余裕の約250GB大容量ハードディスク。�

約250GBの大容量ハードディスクを搭載。TV番組の長時間録画を

はじめ、気になる音楽ファイルや写真・映像データをどんどんハードディ

スクにためておけます。�

多彩なインターフェイスを前面に配置した�
使いやすいフロントアクセス。�

USB2.0やIEEE1394コネクタ、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」など、普段よく使用するイン

ターフェイスをフロントパネル下方部分にまとめて配置しています。「デュ

アルメモリースロット」
＊1

�は、アダプタを介すことなく、各メモリーカードを

直接スロットに差し込むだけで手軽にデジカメ画像を保存。デジタルビ

デオ映像も、IEEE1394コネクタとデジタルビデオカメラをケーブルでつ

なぐだけで、容易に取り込むことができます。�

「DVDスーパーマルチドライブ」搭載�
オリジナルDVD＊1

�の制作が手軽に楽しめる。�

＊1：P.36の「ご購入の前に」の「著作権に関する注意」をあわせてご覧ください。�
※DVDメディア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。DVD-RAMに保存した場合、DVD-RAM未対応の家庭用DVDプレーヤでは再生できません。�

�

より美しく、よりきめ細や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を採用。SXGAのゆとりの画面表示

領域は、快適な作業環境を約束してくれます。さらに、パソコンにお

けるサウンドの表現力を追求するVALUESTAR Uは、英国NXT社

のフラットスピーカ技術「SoundVu」

を搭載。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て音を出す

ことで、ディスプレイ全体をスピーカに

した、自然で臨場感あふれるサウンド

が楽しめます。�

1台でDVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWの5種

類の規格に対応したDVDスーパーマルチドライブを搭載しています。

添付ソフト「Sonic MyDVD®」を使えば、録画したTV番組やデジタル

ビデオカメラの映像から簡単なドラッグ＆ドロップ操作でオリジナル

DVDが作成できます。また、映像の

編集・加工も、プロのデザイナーが

作成した多くのテンプレートからスタ

イルを選択したり、自分でオリジナル

のタイトルをつけたりと自在です。で

きあがったDVDは、市販のDVDプレー

ヤでも他のパソコンでも楽しめます。�

メモリースティック＊2
　
�

�

メモリースティック＊2
　
�

PRO

SDメモリーカード＊3
　
�

�

＊1：マジックゲート対応メモリースティックおよびメモリースティックPROの著作権保護機能には対応しておりません。�
＊2：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�
＊3：SDメモリーカードに関するお問い合わせは、ナショナル・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/

使いやすいフロントアクセス�

768

1,024

XGA

SXGA

1,024 1,280

DVDドライブと対応メディア�

ドライブ�
記録メディア�再生メディア�

DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-RDVD-ROM CD-ROM
DVDスーパー�
マルチドライブ�

 ＊1：カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。�

DVD+RW DVD+R
＊1
��

＊1：市販のDVDプレーヤなどの外部入力機器から映像を入力することはできません。�

デュアルメモリー�
スロットへ�

「SoundVu（サウンドビュー）
TM
」について詳しくはP.16をご覧ください。�

PS/２マウス�
コネクタ�

外部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�

PCIスロット�

パラレルコネクタ�

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�

CD/DVDドライブ�

デュアルメモリー�
スロット�

PCカードスロット×２�

電源スイッチ�

USBコネクタ×２�

IEEE１３９４�
コネクタ（4ピン）�

TVアンテナ端子�

S映像入力端子＊1
��

映像入力端子＊1
��

音声入力端子（L）�
�
音声入力端子（R）�

�
Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

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�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP Media Center Edition

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/u/ 11



インターネットも、DVD鑑賞／はがき作成も、�
パソコンの楽しみ方がどんどん広がる。�

VALUESTAR Lは、インターネットやDVD鑑賞、はがき作成、画像編

集など、あなたの「やりたい」という気持ちに応え、毎日を楽しく豊かに

するフレンドリーなパソコンです。「デュアルメモリースロット」
＊1

�の搭

載により、デジカメとの連携もスムーズ。さらに、すべてのDVDフォーマッ

トに対応
＊4

�する「DVDスーパーマルチドライブ」
＊2

�により添付ソフト

「SmartHobby」で、オリジナルDVD/CD
＊3

�や電子アルバムの作成な

ど、楽しみ方の可能性は大きく広がります。�

＊1：VL70E/8D、VL47E/8D、VL20E/8Dに搭載。 ＊2：VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8Dに搭載。 ＊3：P.36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-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。�

先進テクノロジで美しいＴＶ映像。�
長時間録画もらくらく。�
�

TVモデルには、「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載

TVボード」
＊1

�を採用。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、美しい映像でTVをご覧いただけます。�

さらに、約160GB
＊2

�の大容量ハードディスクに、最大約133時間の長

時間録画
＊3

�が可能です。海外旅行など長期の外出があっても出かけ

る前に見たい番組をまとめて予約。録画時間に余裕があるため思い

のままに録画できます。�

＊1：地上アナログ放送に対応。 ＊2：P.36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：地上アナログ放送に対応。　＊2：VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8Dの場合。VL350/8Dは約120GB。�
＊3：長時間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。�

「SmartHobby」について詳しくはP.22-23をご覧ください。� 「SmartVision」について詳しくはP.18-19をご覧ください。�

DVDドライブと対応メディア�

ドライブ�
記録メディア�再生メディア�

DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-RDVD-ROM CD-ROM
DVDスーパー�
マルチドライブ�

DVD-R/RW�
ドライブ�

DVDマルチ�
ドライブ�

 ＊4：カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。※各機種の搭載ドライブについてはP.13の右表をご覧ください。�

DVD+RW DVD+R
＊4
��

＊4
��

�
�
－�

－�
－�
－�

－�
－�
－�

デュアルメモリースロット
にメモリーカードを入れる�

DVD/CDにまとめて記
録する�

SmartHobbyへ�

（VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8D）�

おまかせ録画機能をはじめ、�
TVの楽しみ方を広げる機能がいっぱい。�
�

添付の地上アナログ対応TVソフト「SmartVision」を利用すれば、家庭用TV

では考えられないパソコンならではのTV視聴／録画
＊1

�の楽しみ方ができます。

たとえば、自分の嗜好にあった番組を自動的に検索・録画してくれる、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くことで、電子番組表からふさわしい番組を自動的

に抽出。放送時間になったら自動的にハードディスクに録画を開始しますの

で、見たい番組の録り逃しの心配もなくなります。もちろん、長期間残してお

きたい録画番組があれば、DVDドライブで簡単にDVD保存が行えます。
＊2

��

（VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8D）�

＊1
��

「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ」について詳しくはP.18をご覧ください。�
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＊1：VL70E/8D、VL47E/8D、VL20E/8Dに搭載。�
＊2：VL70E/8D、VL47E/8D、VL20E/8Dは「FINAL FANTASY XI」の動作認定パソコンです。�

「FINAL FANTASY XI」は添付していません。�

3Dグラフィックスも美しく再現する�
高速グラフィックアクセラレータ機能。�

�
気軽に向き合えるやさしさと、多才な機能・性能を満載。�

音響が冴えるスピーカシステム�
「SoundVu（サウンドビュー）TM」搭載。�
�

グラフィックアクセラレータ機能に、

GeForce4 MXに相当する性能を発揮す

るnVIDIA社製nForceTM 2を搭載
＊1

�。DVD

ビデオやインターネットストリーミング、そし

て株式会社スクウェア・エニックスの「FINAL 

FANTASY XI」
＊2

�などの3Ｄゲームでも快

適な動作環境で楽しむことができます。�

「SoundVu」は、サウンドと映像（ビュー）を一緒にした液晶一体型サ

ウンドシステムです。そのサウンドの一体感によりDVDビデオやTVを迫

力の映像と臨場感あふれるサウンドで楽しめます。また、17型ワイド液

晶ディスプレイには、パソコン

本体とは別に、ディスプレイに

も地上アナログ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にメイン画

面上にサブ画面を表示し2画

面を同時に楽しんだり、裏番組

を録画したりすることができます。�

「SoundVu（サウンドビュー）
TM
」について詳しくはP.16をご覧ください。�

Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

2600+AMＤ�
AthlonTM XP プロセッサ 

256MB

約160GB（高速7,200回転/分）�

17型ワイド�
SoundVu／サブウーファ／地上アナログTVチューナ搭載�

高輝度デジタルTFT液晶�

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

高解像度デジタルTFT液晶�

256MB

約160GB（高速7,200回転/分）�

Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

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

AMＤ�
AthlonTM XP プロセッサ 2600+

17型��

© 2002, 2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.�
　Title Design by Yoshitaka Amano

17型ワイド液晶ディスプレイ�
［地上アナログTVチューナ搭載］�
（VL70E/8D）�

15型 液晶ディスプレイ�
（VL350/8D）�

17型 液晶ディスプレイ�
（VL570/8D）�

SoundVuTM
サウンドビュー�

充実のインターフェイス�

Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

ＴＶ� 256MB

約160GB（高速7,200回転/分）�

17型�
SoundVu／サブウーファ搭載�

高解像度デジタルTFT液晶�

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

256MB

約120GB（高速7,200回転/分）�

VL350/8D

Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

ＴＶ�

DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM/R/RW）�

インテル® 
Celeron® プロセッサ�2.60GHz

インテル® 
Celeron® プロセッサ�2.60GHz

15型�
SoundVu／サブウーファ搭載�

デジタルTFT液晶�

VL20E/8D

Microsoft® Office �
Personal Edition 2003 

256MB

約120GB（高速7,200回転/分）�

AMＤ�
AthlonTM XP プロセッサ 2400+

15型�
スーパーシャインビュー液晶�

DVD-R/RWドライブ�

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�

CD/DVDドライブ�

フロッピーディスク�
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×２＊2
　�

IEEE１３９４コネクタ�
（４ピン）�

DVI-Iコネクタ�

PS/２マウスコネクタ�

外部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�

パラレルコネクタ�

電話機用�
モジュラコネクタ�

IEEE１３９４コネクタ（４ピン）�
音声入力端子�
音声出力端子�

デュアル�
メモリースロット＊1

　�

電話回線用�
モジュラコネクタ�

LANコネクタ�

地上アナログ放送�
TV&データボード�
（TVモデルのみ）�

＊1：VL70E/8D、VL47E/8D、VL20E/8Dのみ搭載。�
＊2：VL70E/8D、VL47E/8D、VL20E/8Dでは、メモリーカードおよびCardBus PCカードのみご利用できます。�
�

楽しみながらパソコンに親しめる�
ソフトウェア＆マニュアル。�

「ソフトウェア＆マニュアル」について詳しくはP.25をご覧ください。�

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」なども添付していますので、安心快

適なパソコンライフをお楽しみいただけます。�

DVDステーション�

ＴＶ�

VL70E/8D

ＴＶ�Ｗチューナ�

ぱそガイド� 快適パソコン生活Book

パソコンのいろは�

FINAL FANTASY XI

VL570/8D

VL47E/8D

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

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/l/ 13



いつもはパーソナルな高画質液晶TV。＊1 �
必要な時だけキーボードを出してパソコンに早変わり。�

VALUESTAR Hは、いつもは高画質

なパーソナル液晶TVでありながら、

必要な時だけインターネットやDVD

鑑賞、さらに音楽などを楽しめるパソ

コンに早変わり。楽しむことによくばり

な、とっても便利な1台です。�

TVスイッチをONにすると�
すぐにTV視聴ができるインスタントオンTV

VALUESTAR Hは、パーソナルで楽しむ液晶TVとしての使いやすさ

をとことん追求しました。パソコンを起動せずに、TVボタンを押すだけ

で、すぐにTVが視聴できるインスタントオンTV機能を搭載。パソコン

が起動するまで待つことなく、通常のTVと同じ感覚で、見たい時にす

ぐTVを楽しむことができ、とても快適です。さらに、多彩な機能も迷わ

ずスムーズに操作できるように、TVのスイッチONをはじめ、パソコン

の起動、音のボリューム調整、チャ

ンネルの変更など、主要なボタンスイッ

チ類は表示をわかりやすく1つにまと

めて前面操作パネルに配置。しかも、

パソコン画面などサブ画面の表示

／切り換えや画質モードの変更など

も、ワンタッチで操作できます。�

美しい映像をより美しく見せる�
独自の高画質機能を搭載。�

映像が美しくなければ、TVの楽しみも半減

してしまいます。VALUESTAR Hは、にじみ

やちらつきを抑える「3次元Y/C分離機能」、

ノイズを抑える「デジタルノイズリダクション

機能」、二重映りを抑える「ゴーストリデュー

サ機能」など、独自の高画質機能の搭載

により、鮮明で美しいTV映像をお楽しみい

ただけます。�

ゴースト補正前�

ゴースト補正後�

どこから見ても美しい、15型の�
「高輝度エクセレントシャインビュー液晶」。�

VALUESTAR Hは、パーソナルで楽しむには十分な15型（XGA）の

高輝度エクセレントシャインビュー液晶を採用。上下左右各176°の

広視野角を実現する最新のIPSテクノロジにより、どこから見ても正

面視とほぼ遜色ない美しさで映像を楽しめます。そのうえ、液晶TVと

して楽しむためにさらなる高輝度・ハイコントラストを実現し、明るい場

所でもひときわ鮮やかに、しっかりクリアに映像を映し出します。�

※写真は効果をわかりやすくするためのイメージです。�
一般のTFT液晶�

高輝度エクセレントシャインビュー液晶�

視野角�
176°�

《横から画面を見た場合》�

使いやすい操作パネル�

※写真は効果をわかりやすくするためのイメージです。�

＊1：地上アナログ放送に対応。�
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使い方に合わせて、�
4つのスタイルが楽しめる。�

スタイリッシュなデザインのVALUESTAR Hは、折りたたみ式のキー

ボードを採用。TVを見るときは、キーボードを折りたたんで「ビジュアル

スタイル」、パソコンを楽しむ時はキーボードを出して「PCスタイル」。

さらに、おしゃれなデザインのオリジナル時計や「パーソナルライフウィ

ンドウ」によるスケジュール表示が可能な「ハーフスクリーンスタイル」

や使わない時にもすっきりの「オフスタイル」など、使い方に合わせて

４つのスタイルが楽しめます。�

オールインワン・パーソナル高画質液晶TV＊�
独自の高性能テクノロジにより、鮮明で明るく美しいTV映像が楽しめる。�

充実の�
インターフェイス�

試して選べる、豊富なソフトを満載。�
「SmartHobby」でデジカメとの連携もスムーズ。�

インターネットをはじめ、電子メール、挨拶状などのはがき作成が気軽

に楽しめる豊富なソフトも満載。「ソフトチョイスサービス」により、

人気ソフトを実際に試してから、自分にぴったりのソフトを選ぶことが

できます。また、デジタルカメラで撮影したり、インターネットから入手

した写真は、添付ソフト「SmartHobby」を使って、VALUESTAR H

にスムーズに取り込むことができます。取り込んだ写真に修正・編集

を加えたり、スライドショーや電子アルバムを作ったり、はがき作成も

簡単に楽しむことができます。�

お好みの番組が�
手軽に視聴予約できる。�

簡単操作で視聴予約を設定すれば、指定時間になるとお好みの番組

が自動的にサブ画面に表示されます。インターネットなどに夢中になって、

話題のドラマやスポーツなどをうっかり見逃すなんてことはもうありません。�

ビデオデッキやホームAVサーバで、�
デジタルAVライフをパワーアップ。�

ワンタッチ切り換えで�
TVとパソコンが同時に楽しめる。�

通常の画面表示に加え、メイン画面上

にサブ画面を表示することもできます。

TVを見ながらメールをチェックしたり、パ

ソコンで作業しながらTVのスポーツ中

継を楽しんだりすることも可能。画面

表示の切り換えはワンタッチでOKです。�

インターネットのTV番組表で、�
新聞や雑誌がなくても大丈夫。�

TVを見ながらでも、インターネットの番組表を表示できます。お好み

の番組を探したり、見ている

番組に関連した情報を入手

するなど、TVの楽しみ方が

広がります。また、Program

ボタンの設定変更により、

ワンタッチで番組表を表示

することもできます。�

ホームAVサーバAX300と接続すれば、

タイムシフト視聴でTVを見たり、電子

番組表を利用してどんどん録画できる

など、デジタルAVライフがさらにパワー

アップします。また、ビデオ入力端子も

装備していますので、市販のビデオデッ

キを利用した録画映像の再生を楽し

むことができます。�

ビデオ入力端子�

ホームAVサーバAX300（別売）�※VH300/7A本体には、TV録画機能はありません。�

＊：地上アナログ放送に対応。�

モバイル AMD  
AthlonTM４ プロセッサ�1.1GHz

256MB

約40GB

15型�
高輝度エクセレントシャインビュー液晶�

�

VH300/7A

マルチプレードライブ�
（CD-R/RW with DVD-ROM）�

ＴＶ�

（左側面）� （背面）�

TVアンテナ端子�

S映像入力端子�

映像入力端子�
音声入力端子（左）�

音声入力端子（右）�

USBコネクタ×2

LANコネクタ�

電話回線用�
モジュラコネクタ�

CD/DVDドライブ�

（右側面）�

音声（ヘッドフォン）出力端子�

音声入力端子�

外部マイクロフォン端子�

光デジタルオーディオ�
（S/PDIF）出力端子�

PS/2コネクタ�

USBコネクタ×2

PCカードスロット�

ビジュアル�
スタイル�

PC�
スタイル�

ハーフスクリーン�
スタイル�

オフ�
スタイル�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

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/h/ 15



臨場感あふれるTV映像を見る、録る、遊ぶ。�
迫力の大画面と臨場感あふれるサウンド、そして便利な先進機能でTVを楽しむ�
�

VALUESTAR TX（VX980/8F）、VALUESTAR T（VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D）、VALUESTAR U、VALUESTAR L（VL70E/8D、VL570/8D、VL350/8D）�

VALUESTAR TX（VX980/8F）、VALUESTAR T（VT900/8D）�

映像と音楽の一体化�
�
映画館の音響システムでは、スクリーンの背後に設置されたスピーカから音声が透過

して聞こえる仕組みを採用しています。これにより、映像と音声が一体化するため、より

画面に集中し映画をじっくりと堪能することができます。パネル全体から音が広がる

「SoundVu」も同様の音響効果を発揮します。�

美しい映像を迫力の大画面で楽しめる�
パソコンセットモデル用として最大クラス

＊1

�
の23型ワイド液晶ディスプレイ搭載で…�

臨場感あふれるサウンド＆映像が楽しめる�
「SoundVu」搭載液晶ディスプレイだから…�

新スピーカシステム「SoundVu（サウンドビュー）TM」�

英国NXT社のフラットパネルスピーカ技術「SoundVu」は、サウンドと映像

（ビュー）を一緒にした液晶一体型サウンドシステムです。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すことで、ディスプレイ全体をスピー

カにした迫力あるサウンドが楽しめます。さらに、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、繊細な中・高音域から低音域まで

の豊かなダイナミックレンジを確保。プライベートシアターとしての楽しみもいっ

そう広がります。�

「SoundVu」搭載23型ワイド液晶ディスプレイ�

SoundVuTM
サウンドビュー�

15型�
液晶ディスプレイ搭載�

23型ワイド�
液晶ディスプレイ搭載�

ディスプレイパネルを振動させ
て音を出す「エキサイター」�

よりパワフルな低音域で音に
深みを出す「サブウーファ」�

VX980/8F
VT900/8D

VL350/8D

パソコンセットモデル用では最大クラス
＊１

�の23型ワイド液晶ディスプレイの大

画面で、ＴＶやＤＶＤビデオなどの映像が楽しめます。光の反射を抑え、美しい

光沢感のあるアクリルパネルを採用したワイド画面だから、映画などの映像も

迫力たっぷり。家庭用TVと同等レベルの高輝度と広視野角により、くっきり

鮮明な映像を再現します。また、ディスプレイのパネル全体から音が拡がる

「SoundVu」の採用により、高品質なサウンド表現を実現。パネルを震わせ

て音を出すエキサイターを合計8ユニット装備

することで、より繊細な高音域と深みのある中

音域を実現します。さらに、低音域をパワフル

に再現する「サブウーファ」も内蔵し、映像と

音を融合した新しい臨場感を演出します。また、

ディスプレイにも地上アナログTVチューナを搭

載していますので、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。�

17型�
液晶ディスプレイ搭載�

VT500/8D
VU700/7G
VL570/8D

＊1：当社調べ（2003年12月現在）。�

丸みを帯びたスタイリッシュなフォル
ムのディスプレイ背面には、シルバー
メタリックカラーの塗装を施しました。
背面が見える場所に置いても、洗練
されたイメージを演出します。�

※写真は17型ワイド液晶ディスプレイです。�

17型ワイド�
液晶ディスプレイ搭載�

VT700/8D
VL70E/8D

すべてがリスニングポジション�
5.1チャンネルでもステレオでも、一般のスピーカの場合は、リスニングポ
ジションがあり、その位置にいない限り、音は自然に聴こえてきません。
「SoundVu」はパネル全体でステレオ表現するため、リスニングポジショ
ンが固定されずに、どこにいても自然な響きで音が聴こえます。�
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VALUESTAR TX（VX980/8F）�

先進の地上デジタル放送が楽しめる�
視聴、録画、再生など、多彩な機能が活用できる「SmartVision DG」

＊1

�
で…�

VALUESTAR TX（VX980/8F）�

番組満載のＢＳデジタル・110度CSデジタル放送が楽しめる�
視聴、録画、再生など、多彩な機能が活用できる「SmartVision BS」

＊1

�
で…�

地上デジタル放送対応のTVソフト「SmartVision DG」＊1
��

VALUESTAR TXは、地上デジタル放送対応を実現。添付のTV

ソフト「SmartVision DG」
＊1

�
により、TVの視聴やハードディスクへ

の番組録画、再生、

タイムシフト録画、

電子番組表を使っ

た録画予約など、

パソコンならではの

便利な機能が活用

できます。�

地上デジタル放送の電子番組表（EPG）を定期的に自動受信し、

1週間分の電子番組表（EPG）

を表示します。録画予約は簡

単なマウス操作でOK。ドラマ

や映画といったジャンルや、出

演者の名前などで番組を検

索することもできます。�

多彩なハードディスク録画機能�

地上デジタル放送の番組をハードディスクに録画する際は、データ放

送も一緒に録画を行います。また、地上デジタル放送、またはBSデジ

タル・110度CSデジタル放送と地上アナログ放送の2つの番組を同

時に録画することも可能です。録画した番組は、ビデオ出力端子に

より、家庭用ビデオデッキにダビングすることもできます。�

双方向通信機能でデータサービスを楽しむ�

インターネットと連携して、自宅でTVを見ながらクイズ番組に参加した

り、ショッピングなどができるTCP/IP双方向データサービスを快適に

楽しむことができます。また、高性能CPU搭載による高速レスポンスで、

チャンネル切り換えなどの操作もスムーズです。�

ＢＳデジタル・110度CSデジタル放送対応のTV視聴ソフト「SmartVision BS」＊1
��

画面比率16：9のリアリティあふれる高精細な映像やCD並みの高音質、番組

と視聴者が連動したリアルタイムな双方向放送が楽しめるBSデジタル放送と、

スポーツから映画、アニメ、ニュースまで、TV・ラジオそれぞれ100以上の多彩な

専門チャンネルが楽しめる110度CSデジタル放送の視聴が可能です。さらに、

電子番組表（EPG）を使えば、番組の検索や録画予約もスムーズ。ハードディ

スクへの番組録画や再生、タイムシフト機能など、多彩な機能が活用できます。�

＊1：地上アナログ対応TVソフト「SmartVision」とは機能が異なります。�

電子番組表で手軽に録画予約�

電子番組表（EPG）�

SmartVision DG

・高精細な映像�
・CD並みの高音質�
・リアルタイムな双方向放送�

電子番組表（EPG）�

・番組の検索�
・録画予約�
�

SmartVision BS

番組の録画や再生、
「タイムシフト機能」
ほか多彩な機能が
使えます。�

データ放送�

地上デジタル放送番組�

ダビング可能�
●データ放送も同時に録画�

※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。�
※地上デジタル放送では番組によって録画できないものがあります。�
※SmartVision DGによる地上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でのみ再生可能です。�

※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。�
※本体に添付されるB-CASカードを利用してコピーワンス放送の録画にも対応しています。�

＊1：地上アナログ対応TVソフト「SmartVision」とは、機能が異なります。�
※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。�
※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 BSにおける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 BSのみ再生可能です。�

※BSデジタル・110度CSデジタル放送は、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。�
※本体に添付されるB-CASカードを利用してコピーワンス放送の録画にも対応しています。�

地上デジタル�
放送番組�

地上アナログ�
放送番組�

BSデジタル・�
110度CSデジタル�
放送番組�

アナログ＆デジタル�
2放送同時録画可能�

◎クイズ番組に参加したり…�◎ショッピングをしたり…�

TVを楽しみながら、�

�

アナログビデオ�

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/

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP
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臨場感あふれるTV映像を見る、録る、遊ぶ。�
パソコンならではの多彩な機能で、TVはもっと自由に、面白くなる�

パソコンならではの多彩なTV機能�

VALUESTAR TX（VX980/8F、VX500/8A）、VALUESTAR T（VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D）、VALUESTAR L（VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8D）�

見たいTV番組やシーンを見逃さない�
TV（地上アナログ放送）の楽しみ方を広げる添付ソフト「SmartVision」で・・・�

＊1：地上デジタル対応TVソフト「SmartVision DG」、BSデジタル・110度CSデジタル対応TVソフト「SmartVision BS」
とは機能が異なります。�

＊2：一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。�
※ 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。�

録画済リスト�

電子番組表（EPG）�

日付を選んで電子番組表（EPG）を簡単切り換え�
一目でわかる�
ボタン名称を表示�

大きな操作ボタン� わかりやすい�
動作モード表示�

TVは、ただ単に「見る」時代から見る・録る・遊ぶ時代へ。VALUESTAR�

なら、地上アナログ対応TVソフト「SmartVision」
＊1

�により大容量ハー

ドディスクに長時間録画ができるので、見たい番組、見るかもしれない

番組、見ないかもしれないが録っておこうと思った番組など、思いのま

まに録画して不要になったら消去するというパソコンならではのゆとり

あるTV録画が楽しめます。もちろん、録画した番組は記録型DVDドラ

イブを利用してDVDにも保存可能。さらに、「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できるタイムシフト録画を

はじめ、TV視聴の一時停止機能
＊2

�、巻き戻し機能、追っかけ再生機

能など、TVの楽しみ方を広げる機能が満載です。�

「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載TVボード」内蔵�

VALUESTAR TX（VX980/8F、VX500/8A）、VALUESTAR T（VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D）、VALUESTAR L（VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8D）�

色鮮やかで、ナチュラルな映像で地上アナログ放送が楽しめる�
NEC独自のハードウェア方式のMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載だから…�

きれいなTV映像は、楽しさの基本。だから

VALUESTAR TX、T、Lは、美しく色鮮やか、

ナチュラルで上品な色調の映像をお届けしま

す。そのキーデバイスとなるのが「ハードウェ

アMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載TVボー

ド」
＊1

�です。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」や色の変動

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」により、高画質で安

定したTV視聴や録画・再生を実現。さらに、

VALUESTAR TX、Tでは、TVの2重映りを防

ぐ「ゴーストリデューサ機能」
＊2

�や、ちらつきや

色のにじみを抑える「３

次元Y/C分離機能」
＊2

�

も備えています。�

＊1：地上アナログ放送に対応。　＊2：ＶALUESTAR TX、T（VT500/8Dを除く）に搭載。　＊3：ＶＴ500/8Ｄを除く。　＊4：VL20E/8Dを除く。�
＊5：効果をわかりやすくするためのイメージ写真です。�

揺れ、ゆがみ、色の変動を抑える�

タイムベースコレクタ機能�
アナログビデオの再生時などに発生するジッター（細か
な揺れ、画面横方向のゆがみ）や、色の変動を抑え、す
っきりした画面で映像が見られます。�

ノイズを除去する�

デジタルノイズリダクション機能�
3次元Y/C分離や、タイムベースコレクタで処理された映
像信号の画質を落とさず、ノイズや輪郭のザラつきを押
さえ込みますから、シャープな映像を満喫していただけます。�

高画質機能対応表�

タイムベースコレクタ機能�

デジタルノイズリダクション機能�

ゴーストリデューサ機能�

3次元Y/C分離機能�

MPEG2デコーダ�

ローパスフィルタ�

VALUESTAR
TX

－�

T

－�

－�

－�

－�

L

＊3
��

＊3
��

＊3
��

＊4
��

 映像の細部まで鮮明に表現する�

「高精度ローパスフィルタ」＊2
��

入力信号に最適なアナログ／デジタル変換を実現
するために高精度のローパスフィルタを搭載。これ
により、クロストークや折り
返しノイズを大幅に削減し、
映像の細かい部分まで
鮮明に表現します。�

＊5 ＊5
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※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。�

TV放送�

VALUESTAR｠ＴＸ、Tで録画した番組やライブ放送を、ホームネットワー

クで結ばれたTVチューナのないパソコン
＊2

�（最大2台まで
＊3

�）からでも

楽しむことができます。さらに、VALUESTAR ＴＸ、Tで受信した電子

番組表（EPG）を参照したり、録画予約したりすることができます。�

リモートTV機能＊1
��

録画した番組のシーンの変わり目を自動検出し、サムネイルを一覧表

示。見たいシーンを素早く探せ、ダブルクリックで再生できます。また、

録画中に、これはと思うシーンをチェック。お気に入りのシーンに印を

つけて頭出しできるブックマーク機能があります。�

シーンインデックス／ブックマーク機能�

タイムシフト録画�条件に合った番組を自動で抽出するおまかせ録画機能�

TV電波で受信
＊1

�したり、インターネットからダウンロード
＊2

�した番組情

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設定できます。

また録画番組一覧には、番組名が

自動的に入るので、見たい番組を楽

に探すことができます。�

電子番組表でTV番組をチェック�

SmartVision 電子番組表（EPG）�

シーンインデックス� ブックマーク�

VALUESTARのハードディスクに現在ご覧いただいている番組をつ

ねに記憶しているので、「今のシーン、録画すればよかった」という時

もお目当てのシーンにさかのぼって録画することができます。見たい

シーンを逃さず録画できます。�

スケジューリングされた番
組が放送時間になったら
自動的に録画を開始します。�

＊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。�

＊2：インターネットからのダウンロードで番組データを受信できる（株）テレビ朝日データビジョンのADAMS-EPG+に対
応。EPGデータの放送時間を待たずに番組データをダウンロードできます。�

ビデオリスト画面�

録画した番組はビデオリストに自動的に
登録されます。見逃した番組などを見た
い時に選んで視聴できます。�

＊1：VX980/8F、VX500/8A、VT900/8D、VT700/8D、VT500/8Dのみ対応　＊2：接続できるパソコンの動作条件に
ついては、ソフトウェア一覧（P.30）の注釈＊11をご覧ください。　＊3：ライブ放送の視聴は1台のみです。�

※さかのぼれる時間は1～90分です。これはSmartVisionの「タイムシフト可能時間」で設定した時間によります。�

�

※ ADAMS-EPGサービスに対応しています。ADAMS-EPGサービスはテレビ朝日系列局で、それぞれの地域のテレビ
番組情報を送っています。�

      詳細は（株）テレビ朝日データビジョンのホームページ（http://www.tadv.jp/service/adams_epg/index.html）をご覧ください。�

ハードディスクに�
どんどん�
自動録画�

電子番組（EPG）�

電子番組表�
受信�

録画番組�
抽出�

ビデオリストに�
自動登録�

自分の嗜好に合った番組を自動的に検索・録画できる便利な機能

です。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、自動的に電子番組表（EPG）から該

当する番組を抽出して録画することができますので安心です。�

設定した条件に従っ
て電子番組表（EPG）
から録画する番組を自
動的に抽出し、予約ス
ケジュールを構築します。�

■抽出条件／・キーワード　�
　　　　　　・ジャンル   ・曜日�
　　　　　　・時間帯　・優先度  etc.　�
■録画条件／・使用HDD領域　�
　　　　　　・画質モード  etc.　�

画質やキーワード、ジャンルなどの
番組抽出条件を設定します。�

条件設定画面�

条件を設定�
（初回のみ）�

おまかせ録画のしくみ�

18:30

19:05

19:35 現在�

19:38

SmartVisionの場合�一般的なTVの場合�
18:00

録
画
ス
タ
ー
ト�

録
画
ス
タ
ー
ト�

さ
っ
き
の
場
面
を
も
う
一
度
見
た
い
、録
画
し
た
い
。で
も
、で
き
な
い
！�

巻
き
戻
し
て
も
う
一
度
見
ら
れ
る
、録
画
で
き
る�

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/
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TV＊2＊3
�     �/Video�

TVの視聴から、電子番組表（EPG）による録画
予約、録画映像の再生まで、リモコン＊1

�操作や
マウス操作でOK。放送中の番組リストをはじめ、
チャンネル別／ジャンル別の番組表、ビデオリス
ト、予約リストなど、多彩な機能を搭載しています。�

Photo�
デジタルカメラなどから取り込んだ写真をファ
イル名だけでなく実際の写真を使ったアイコ
ンにより、わかりやすく表示・選択できます。写
真の拡大表示やスライドショーもリモコンやマ
ウスによるシンプル操作だけで楽しめます。�

Music�
すべての曲の一覧リストをはじめ、アルバム別、
アーティスト別、ジャンル別のリストなどで検索・
再生できます。�

�
「MediaGarage」のメインメ
ニューで、TV、Video、EPG、
Photo、Musicのアイコンを選択。�

TV、写真、ビデオ、音楽が自在に楽しめる�
統合閲覧ソフト「MediaGarage」のシンプルなリモコン＊１

�

操作やマウス操作で…�

パソコン上のAVコンテンツを快適操作で楽しめる「MediaGarage」�

（VU700/7G、VH300/7Aを除く全モデル対応）�

ホームネットワークで、AVを自在に楽しむ。�
多彩なメディアをシンプルに操作できる、新しいホームネットワークを実現�

メディアの種類を選ぶ� コンテンツを選ぶ� メディアを再生�

※特別な形式で保存されたデータなど、一部のAVコンテンツは再生できない場合があります。�
＊1：VL20E/8Dには、リモコンは添付されていません。別売（PK-RC001）となります。　�
＊2：TV機能搭載モデル（VX980/8F、VX500/8A、VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D、VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8D）のみ対応。�
＊3：VX980/8Fの地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送には対応していません。�

例えば�

リモコン
＊1
�を�

使って…�

リモコンやマウスによるシンプルな操作で、パソコン上のAVコンテン

ツが楽しめる「MediaGarage」。「SmartHobby」にストックされた写

真、ビデオ、音楽や「SmartVision」の録画番組は、「MediaGarage」

で視聴できます。また、TVを視聴
＊2＊3

�    �したり、電子番組表（EPG）で

TV番組の録画予約
＊2＊3

�    �も可能。AVコンテンツを自在に操り楽しむ、

新しいデジタルライフがここから始まります。�

�

MediaGarage�
搭載モデル＊2

��

ほかのPC ほかのPC
【MediaGarageインストール】＊1

�� 【MediaGarageインストール】＊1
��

ホームネットワーク�

ホームネットワーク上のAVコンテンツへ自在にアクセス�

「MediaGarage」をホームネットワーク上のほかのパ

ソコンにインストール
＊1

�することで、ホームネットワークで

結ばれたほかのパソコン上にあるAVコンテンツも自分

のパソコン上にあるAVコンテンツと同じような感覚で、

ファイル管理を意識することなく自在に再生・視聴で

きます
＊2

�。
�
「MediaGarage」は便利で使いやすいだけ

でなく、楽しさまでもみんなで共有できます。�

※  特別な形式で保存されたデータなど、一部のAVコンテンツは再生できない場合があります。�
＊1：最大2台までインストール可能です。インストール可能なパソコンの動作環境については

ソフトウェア一覧（P.30）注釈＊9をご参照ください。また2003年12月以前に発表しまし
たTVモデルでは、MediaGarageでのTV視聴（録画番組含む）はできません。�

＊2：VALUESTAR TX・Ｔシリーズ以外のモデルでは、TV、Videoコンテンツをホームネットワー
ク上のパソコンに配信することができません。�

by DigiOn

powered by
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外出先から自宅のパソコンのさまざまな機能・サービスが使える「ドット・ゲートサービス」�

VALUESTAR TXのみ対応�ネットワークをカンタン操作＆管理する「ネットコーディネーター」�

いつでもどこでも自宅のパソコンの機能・サービスが使える�
さらに、外出先からアクセスできる「ドット・ゲートサービス」を利用して…�

（VU700/7Gを除く全モデル対応）�

＊1：ワイヤレスLAN接続には対応しておりません。�

＊1：VU700/7G、VH300/7Aに添付の「ホームネットワークアシスタント」は、デザイン・機能が異なります。�

VALUESTAR TXは、ネットワーク上のパソコンを管理して、ホー

ムネットワークの機能を最大限に利用できるネットワーク統合

管理ソフト「ネットコーディネーター」を搭載。ネットワーク上の

パソコンから各パソコンの状態（起動/休止）をグラフィカルに

表示することにより、ホームネットワーク環境の操作・管理を

サポート。指定したファイルをスケジュールに従って他のパソ

コンからVALUESTAR TXに自動保存したり、休止状態の

VALUESTAR TXを他のパソコンから遠隔起動＊1

�（Wake up on�

LAN）できるなど、ホームネットワークならではの多彩なメリット

を引き出します。�

●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）�
デジカメやカメラ付き携帯電話で写真を撮ったら、自宅のパソコンにメー

ルで送信。「SmartHobby」との連携でフォトライブラリを自動作成し

ます。フォトライブラリの写真をWebアルバム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）
�
�

TV機能搭載のVALUESTAR TX、T、L
＊1

�なら、「SmartVision」と連

携して、外出先からTVの録画予約
＊2

�をすることができます。録画予

約時間の延長や変更なども可能で、TVドラマの開始が野球中継の

延長などで遅れても、時間を変更して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（別売）を接続して、いつでも撮影した画像（静

止画）を見ることができるので、外出先のパソコンから自宅にいるペッ

トの様子を見たり、家の中の様子をチェックできます。�

※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。�
※利用環境など、詳しくは、http://121ware.com/psi/support2/をご覧ください。�
＊1：VX980/8F、VX500/8A、VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D、VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8Dのみ対応。�
＊2：地上アナログ放送のみ対応。�

「ドット・ゲートサービス」は、外出先のパソコンや携帯電話、PDAから、

自宅のパソコンにアクセスでき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。�

ブロードバンドの設定もラクラク設定！�
マウス選択による簡単操作の「ホームネットワークアシスタント」で�

全モデル対応＊1

��

複数のパソコンをつないで、ホームネットワークを構築すると、データや

プリンタなどの周辺機器を共有したり、１本の回線で同時にインターネッ

トを楽しんだりできます。ホームネットワークを実現するには、どんな準備

が必要か、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、画面操作の案内に基づき、マウス選

択による簡単操作で行えます。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備えており、とても便利なソフトウェアです。�

「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。�

「トラブルシューティング」�
●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。�

「設定スタート！」�
�●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、画

面の操作指示に基づき、マウス選択

による簡単な操作で行えます。�

ファイル�

●フォトライブラリの写真を閲覧�

●録画予約�

●USBカメラの画像確認�

●メールの確認�
●ファイルの取り出し�

●P．20-21でご紹介しているTVは、地上アナログ放送に限られます。 �

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/valuestar/
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カンタン操作で、写真、ビデオ、音楽コンテンツを活用した多彩な作

品づくりを気軽に楽しめるのが、「SmartHobby」です。動画・静止画・

音楽ファイルの取り込みから、各種編集作業、DVDなどのメディアへ

の書き込み
＊1

�などの一連の操作をまるごとカバー。どなたでもオリジナ

ルDVDづくりに挑戦できます。さらに、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なども楽しむことができます。�

大切な思い出は、DVDに記録する。�
映像・画像・音楽を駆使した、こだわりのDVDづくりをサポート�

クリエイティブな毎日を応援するマルチメディアファイル管理ソフト「SmartHobby」�

今まで撮りためたデジタルビデオやVHSビデオの保存スペースに困ったら、DVDにダビ

ングしましょう。映像の取り込みからDVDへの保存までがスムーズに行えます。�

デジタルビデオカメラの映像やVHSビデオ＊1

　
をDVDにダビングしよう＊2

　 �

オリジナルDVDづくりを気軽に楽しめる＊1

　　
＊2

　�

添付ソフト「SmartHobby」で自在に編集・加工できるから…�

（VU700/7Gを除く全モデル対応）�

＊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。（VX980/8F、VX500/8A、
VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D、VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8D。ただしVH300/7Aを除く）�

＊2：P.36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：AV機器に接続するための接続ケーブルが別途必要です。また、P.36の「周辺機器接続について」をあわ

せてご覧ください。�

DVD作成時間比較�

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エンコーダにより、ビデオ取り込みと
MPEG2変換が同時に行われ、スピーディなDVDの作成が可能
になります。また、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、高画質化も実現。さらに、DVDスーパー
マルチ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す。�

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

ビデオ取込�

ビデオ取込／�
MPEG2変換�

MPEG2変換� DVD�
書込�

DVD�
書込�

［通常のDVD作成の場合］�

［NEC MPEG2 プラグイン Ver.2の場合］�

ビデオ取込／�
MPEG2変換／�
DVD書込�

［NEC MPEG2 プラグイン Ver.2とDVD+RWの場合］�

�

デジタルビデオカメラ、VHS（Hi8）ビ
デオデッキなどをパソコンに接続＊3

　。�
SmartHobbyを起動して「DVD
を作る」をクリック。「簡単
DVDダビング」を選択します。�

かさばるVHSテープ
もDVDにスッキリ収
納。ビデオテープの
ような画質の劣化
もありません！�

DVD完成�

撮影した�
デジタル�
ビデオテープ�

デジタル�
ビデオカメラ�

接続ケーブル＊3
��

VHSビデオデッキ�
などのアナログ�
ビデオ機器�

時 間�

※デジタルビデオカメラで撮影した映像はソフトウェア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リアルタイムエンコーダを使用しています。�

ダイレクト書き込みで、�
DVD作成時間を大幅に短縮�

「ダビング元」を選択、「メニューあり」を選ぶ場
合にはDVDにタイトルなども追加入力し、スタート。�

SmartHobby

CD/DVD＊1
���

メール添付�

パソコンで楽しむ�

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�

プリントアウト�

＊1：VH300/7Aは、DVDへの保存はできません。　＊2：P.36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：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。（VX980/8F、VX500/8A、
VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D、VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8D。ただしVH300/7Aを除く）　＊4：VH300/7Aでは「SmartHobby」を使ってこの機能を行うことはできません。添付の「Sonic RecordNow DX」で直接行います。�
＊5：Image IntelligenceTMはFUJIFILMによる先端のデジタル画像技術です。　＊6：VH300/7Aを除く。�

自動で高画質補正�

�

SmartHobby

静
止
画

�

動

画

�

音

楽

�

デジタルカメラ�

写真付きメール�

デジタル�
ビデオカメラ�

音楽CD�
�

◆音楽編集・再生�
◆電子メール�

◆電子アルバム作成�◆はがき作成�

VHSビデオデッキ�

アナログ�
ビデオ�

＊3＊3

��

人物顔抽出・光源推定・明
るさ分布解析・色バランス補
正・濃度階調設計など様々
な高度の画像処理技術を利
用して、被写体に合わせた
最適な画像補正を行います。�

人物顔抽出・光源推定・明
るさ分布解析・色バランス補
正・濃度階調設計など様々
な高度の画像処理技術を利
用して、被写体に合わせた
最適な画像補正を行います。�
※画像の種類やファイルの形式によ
っては画像補正機能が利用できない
場合があります。�

補正前�

補正後�

＊4

�
�◆音楽CD書き込み＊4

�
�

＊1

�
�◆DVDコンテンツ作成＊1

�
�

写した画像を写したかった画像へ�

＊5�＊6
������������Image IntelligenceTM＊5＊6�������������
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�

パソコンの楽しみを広げる周辺機器との接続ニーズに応える「デュア

ルメモリースロット」
＊1

�を搭載。アダプタを介すことなく、メモリースティッ

クや4bitパラレル高速転送が可能なメモリースティックPRO、SDメモリー

カードを直接スロットに差し込むだけで簡単に画像や音楽などのデータ

を読み込めます。また、デジカメで取り込んだ画像は、そのまま添付ソフ

ト「SmartHobby」
＊2

�でフォトライブラリ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。�

デジカメ画像を簡単に取り込める�
「デュアルメモリースロット」搭載で…�

（VH300/7Aを除く全モデル搭載）�

大容量で、しかも保存性に優れたDVDは、用途によって使い分けることで、

さらに楽しみ方が広がります。たとえば、DVD-Rは、互換性が高くご家庭

のDVDプレーヤ
＊2

�でも再生できますので、友人に配る場合などに最適です。

また、DVD-RWは、内容の書き換えができるので、定期的にデータをバッ

クアップする場合に便利です。DVD-RAM
＊3

�は、フロッピーディスク感覚で

直接データの書き込みや削除が可能。さらに、DVD+RW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
＊4

�をダイレクトに書き込

むことができます。VALUESTARは、1台ですべてのDVDフォーマットに対

応するDVDスーパーマルチドライブ
＊5

�をはじめ、多彩なDVDドライブをご用

意。DVDの視聴も、オリジナルDVD
＊6

�の作成も思いのままに楽しめます。�

DVDスーパーマルチドライブをはじめ、多彩なDVDドライブを搭載＊1

　�「デュアルメモリースロット」でデータ転送もラクラク�

用途に合わせてDVDを選べる�
多彩なフォーマットに対応した記録型DVDドライブを搭載しているから…�

＊1：「マジックゲートメモリースティック」および「メモリースティックPRO」の著作権保護機能には対応しておりません。�
＊2：VU700/7Gを除く、全モデル添付。�
＊3：「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�
＊4：「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・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/

＊1：各機種の搭載ドライブについてはP.34-35のラインアップをご覧ください。　＊2：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。　＊3：カートリッ
ジタイプのDVD-RAMは使用できません。　＊4：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。（ただし、VU700/7Gを除く。）　＊5：VX980/8F、VX500/8A、VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D、VU700/7G、VL70E/8D、
VL570/8D、VL47E/8Dに搭載。　＊6：P.36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。�

生涯の良い思い出となる結婚式や新婚旅行。せっかくだから、友人が撮っ

てくれたり自分達で撮った映像や写真で、記念のオリジナルDVDをつく

りませんか。写真スライドショーのBGMにふたりの思い出の曲を使ったり、

DVDタイトルを編集したりと演出も自在。映像の劣化もありませんから、

子供が大きくなってからでも楽しめます。�

大切な思い出をオリジナルDVD＊1

　
に残そう�

�
デジカメの画像は、記録メデ
ィアをスロットに挿入するだ
けで自動的に取り込み完了。�

デジタルビデオカメラをケー
ブル（別売）で接続し＊2

　、映
像を取り込みます。�

音楽CDをドライブにセットし、
CDの曲をパソコンに取り込
みます。�

「SmartHobby」ライブ
ラリデータから使いたい
静止画・動画・音楽を選択。�

DVDタイトルを入力し、メニューテ
ンプレート・メニューのBGMを選ん
だら、DVDメディアをセットし書き込
みスタート。�

画像・映像・音楽を取り込む� 静止画・動画・音楽をチョイス�

オリジナルDVDの完成！�

メニュー画面を�
作成／保存�

できあがったものを�
DVDプレーヤで再生＊3���

ビデオやBGM付き�
写真スライドショーを満喫�

＊1：P.36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：AV機器に接続するための接続ケーブルが別途必要です。また、P.36の「周辺機器接続について」をあわせてご覧ください。　�
＊3：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。�

動画�

音楽�

DVDドライブと対応メディア�

（VL570/8D、VL350/8D、VH300/7Aを除く全モデル搭載）�

静止画�

リビングのDVDプレーヤでも再生＊3
　

できますから、みんなで楽しく見たり、
友人達に送ったりすることもできます。�

ドライブ�
記録メディア�再生メディア�

DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-RDVD-ROM CD-ROM

DVDスーパー�
マルチドライブ�

DVD-R/RW�
ドライブ�

DVDマルチ�
ドライブ�

DVD+RW DVD+R

＊8
��

＊8
��

マルチプレー�
ドライブ�＊7��

�

�

－�

－�

�

�

�

－�

�

�

�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

＊7：マルチプレードライブでは、DVDメディアへの保存を行うことはできません。　＊8：カートリッジタイプのDVD-RAMは
使用できません。�

SmartHobby

＊3

SDメモリーカード＊4

メモリースティック＊3

メモリースティックPRO＊3

＊4

�
�

＊1

�
�

＊5�＊6
������������

自分だけのオリジナルの作品づくりが楽しめる「SmartHobby」で活用できる素材として「バザールでござーる」の画像をご
用意しました。はがきや壁紙、オリジナルDVDのメニュー背景用などに、お気軽にご利用ください。�

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/valuestar/

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP
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録画したTV映像＊1

�を簡単にDVDにできる�
「SmartVision」と「Ulead® DVD MovieWriterTM for NEC」の連携で・・・�

TV映像＊1

�
をファイル変換せずにDVDに直接ダビング。�

大容量のデータを保存できることで注目を集めているDVD。なかでもDVD-

RAMは、特別なライティングソフトを必要とせず、データを簡単なマウス操

作のドラッグ&ドロップで書き込み、削除できるなど、扱いやすさでは群を抜

いています。さらに、保存データの書き換えも10万回以上可能で、まさにフ

ロッピーディスクやハードディスクと同じような感覚でデータの保存ができま

す。また、家庭用のDVDレコーダで録画したDVDディスクを、そのままDVD

ドライブ搭載のパソコンで再生・編集できるなど、AV機器との連携にも優

れています。しかも、家庭用DVDレコーダの録画映像と、パソコンのデータ

書き込みを同じDVDディスクに混在させることもできます。DVD-RAMは、

日常のパソコンデータのバックアップからAV機器との連携まで、幅広い用

途にご利用できます。�

VU700/7G、VL20E/8D、VH300/7Aを除く全モデル対応）�

DVD-RAM方式�
データのバックアップや映像の編集に便利�

大切な思い出は、DVDに記録する。�
DVDを上手に使えば、パソコンライフの楽しさはさらに広がる�

「SmartVision」で録画した映像＊1

�
は、DVDスーパーマルチ

ドライブ＊2

�
やDVDマルチドライブ＊3

�
で簡単にDVD-R／DVD-RW

やDVD+R／DVD+RW＊4

�
に保存することができます＊5

�
。録画した

番組をそのままDVDへ保存する場合は、「SmartVision」の「DVD

直接書き込み」ボタンを押して「Ulead®

�
DVD MovieWriterTM 

for NEC」を起動させ、そこから「DVD作成」でDVDの完成です。

できあがったDVDビデオは、家庭用DVDプレーヤでも再生する

ことができます＊6

�
。また、「Ulead®

�
DVD MovieWriterTM for NEC」

では、簡単なメニューの作成やシーンカットなどの編集も行えます。

手間がかかると思われがちなDVDダビングも、VALUESTARな

らスムーズに行うことができます。なお、「Ulead®

�
VideoStudio®

�
 

6 SE Basic」を利用すれば、シーンの入れ替えやカット、タイトル

の挿入やBGM追加などの高度な編集も可能になります。�

「DVD直接書き込み」�
  ボタン�

録画した番組をそのままDVDへ保存する場合は、「SmartVision」の「DVD直接書き込み」ボタンを
押して「Ulead®

�
 DVD MovieWriterTM  for NEC」を起動させます。�

SmartVision

2ステップでDVD完成�

「Ulead®

�
 DVD MovieWriterTM  for NEC」

では、複数の番組を一枚のDVDに納
める時に便利なメニューの作成や簡
単な映像の編集が可能です。�

「DVDメニューつき書き込み」ボタン�

DVDメニュー画面�

DVD-RAMの特長�

約10万回の書き換えがOK!

DVD-RAM対応DVDレコーダ�

とりあえず�
保存しておけるので�
編集に便利�

＊1：地上アナログ放送のTV映像です。�
＊2：VX980/8F、VX500/8A、VT900/8D、VT700/8D、VT500/8D、VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8Dに搭載。�
＊3：VL350/8Dに搭載。�
＊4：DVD+R/DVD+RWはDVDスーパーマルチドライブのみ対応。�
＊5：P.36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。�
＊6：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。�

約10万回の書き換えが可能�

フロッピー感覚でデータの記録や消去が自由にできる�

DVDレコーダとの連携も簡単� 映像の編集に便利�

©2004 Ulead Systems,Inc. All Rights Reserved.�

Ulead® DVD MovieWriterTM        for NEC

DVD作成�

録画映像�
＋�

パソコンのデータ�
＋�

デジカメ画像�
�

＜DVD作成の流れ＞�

簡 単 連 携 �
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快適に使える。安心して始められる。�
初心者の方にも、パソコンを思いのままに使いこなす歓びを�

「ソフトナビゲーター」が、デザインと機能を一新し、さらに使いやす

くなりました。もちろん、操作はこれまで通り。あなたがパソコンでし

たいことのジャンルや目的を直感的に選んでいくだけ。カンタンな

操作でお目当てのソフトにサッとアクセスできます。また、お気に入

りのソフトや最近使ったソフトもすぐ起動することができ、初めてパ

ソコンに触れる方でも、快適・スムーズにパソコンを使いこなしてい

ただけるとても便利なソフトです。�

初めての方でもスムーズに使いこなせる「ソフトナビゲーター」 

やりたいことにあったソフトがすぐ見つかる�
「ソフトナビゲーター」ならジャンルや目的を直感的に選んでいくだけで…�

（全モデル対応）
＊1

��

機能充実の学習ソフトと電子マニュアル�

楽しく学べる、すぐわかる�
親切で見やすい「マニュアル」「学習ソフト」が豊富だから…�

（全モデル対応）
＊１

��

セキュリティ&ウイルス対策�

インターネットも安心して楽しめる�
充実のハッカー＆ウイルス対策で…�

（全モデル対応）�

便利で楽しいインターネットも、うっかりすると不正アクセスを受け

たり、コンピュータウイルスに感染したりする心配があります。

VALUESTARは全機種にファイアウォールソフト「PCGATE 

Personal Ver2.1」を添付。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。さらに、コンピュータウイルス対

策として、ワクチンソフト「マカフィー・ウ

イルススキャン」
＊1

�なども添付しています。

また、NEC独自のPush型配信情報サー

ビス「121ポップリンク」を利用して、セキュ

リティ対策が未設定のお客様に注意を

促したり、自動的にセキュリティ環境を

設定するツールを配信したりするサービ

スも提供しています。�

不要なソフトを一度にまとめて削除したり、追加したりできるなど、
使いやすいように簡単にカスタマイズできます。�

追加と削除ボタンを押すと選択され
たソフトウェアの追加、削除を開始�

�

＜たとえば、デジカメで撮影した写真を電子アルバムにして楽しみたい時は…＞�

＜ソフトの追加・削除もスムーズ＆スピーディ＞�

Copyright © 2000-2003 Zone Labs, Inc. All rights reserved.�

PCGATE Personal Ver2.1�
※すべてのセキュリティを保証するものではありません。�

© 2003 Networks Associates Technology, Inc. All Rights Reserved.�

マカフィー・ウイルススキャン�
※すべてのセキュリティを保証するものではありません。�

パソコンのいろはII 

お目当てのソフトが決定！�

追加・削除したいソフトウェアを選択�

＊1：VU700/7G、VH300/7Aに添付の「ソフトナビゲーター」はデザイン、機能が異なります。� ＊1：VU700/7G、VH300/7Aは、「McAfee VirusScan Online」になります。�

＊1：VX980/8F、VX500/8Aはマニュアルの構成が異なります。　＊2：VX980/8F、VX500/8A、VU700/7Gを除く。�
＊3：VL70E/8D、VL570/8D、VL47E/8D、VL350/8D、VL20E/8Dのみ添付。　�
＊4：VX980/8F、VX500/8Aを除く。　＊5：VX980/8F、VX500/8A、VU700/7G、VH300/7Aを除く。�

使いたいソフトのジャンルを選ぶ「写真」をクリックする�

さらに詳しいジャンルを選ぶ「写真の管理」をクリックする�

具体的なやりたい目的を選ぶ「アルバムをつくる」をクリックする�

パソコン初心者の方でも、実際にソフトを操作しながらパソコンの

基本を学習できる「パソコンのいろはII」
＊2

��や、パソコンの機能や

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」、映像

を使ってパソコンの活用方法を紹介する「DVDステーション」
＊3

�な

ど、楽しみながらパソコンに親しめます。また、小冊子のマニュアル

類では、パソコンのセットアップの方法を解説した「はじめにお読み

ください」
＊4

�、パソコンや周辺機器の設定方法を記載した「パソコ

ン機能ガイド」
＊4

�、パソコンの活用シーンがわかる「快適パソコン生

活Book」
＊5

�、トラブル解決集「困ったときのQ＆A」
＊4

�などをご用意。

文字の入力／ローマ字つづり一覧／Internet Explorerの使い方

などを1枚のシートにまとめた「クイック操作シート」
＊4

�も便利です。�

「クイック操作シート」は日本マニュアルコンテスト2003�
シートマニュアル部門・部門優良賞を受賞しました。�

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/

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP
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パソコンの買い替えや買い増しをする時のメールやマイフォルダなどのデー

タの移行も、VALUESTARなら面倒な手間や難しい知識は不要です。

新たに添付された「データトラベリング」は、これまで使っていたパソコン

からVALUESTARへ、4ステップの簡単操作でデータの移行を実現します。�

快適に使える。安心して始められる。�
一人ひとりの使いやすさを追求した便利な機能とサービス�

4ステップでデータ移行を実現する添付ソフト「データトラベリング」�

新しいパソコンへのデータ移行もスムーズ！�
面倒な手間や難しい知識不要の「データトラベリング」で…�

（VU700/7G、VH300/7Aを除く全モデル対応）�

「パーソナルライフウィンドウ」�

パーソナルライフをもっと便利に、楽しく！�
「スケジュール」「メッセージ」「インフォメーション」機能を備えた「パーソナルライフウィンドウ」で…�

（VU700/7Gを除く全モデル対応）�

LAN接続�
古いパソコンと新しい
パソコンをLANで接続
します。�
�
※接続方法がわからない場合でもわ
かりやすいヘルプ機能を用意してい
ますので安心です。�

ユーザ指定し、�
ツールCDを作成�

新しいパソコンで、データ
を移行したいユーザを指
定して、ツールCDを作成
します。�

新しいパソコンで作成
したツールCDを古い
パソコンに挿入します。�

データ選択＆実行�
古いパソコン
で、移行したい
データを指定し、
実行します。�

LANケーブル［クロスタイプ］（別売）�

パーソナルライフを意識した�
シンプルなフォルムとパーツを用意�パーソナルライフウィンドウ�

バレンタインデー� ホワイトデー�

特定の行事がある日には、オリジナルアニメーションが現われます。
予定表の背景は、朝・昼・夕・夜の時間帯に合わせてそれぞれチェ
ンジ。いつでも新鮮な気持ちで楽しく使えます。�

記念日や時間帯によって画面イメージがチェンジ！�

イベントアイコン�
例�

TV 旅行�給料日�電話�食事�飲み会�病院�

わずか4ステップでデータ移行が完了�

「パーソナルライフウィンドウ」は、予定が書き込める「スケジュール」、メッ

セージの書き込みや閲覧ができる「メッセージ」、天気やニュースなどが

一目でわかる「インフォメーション」の3つの機能を備えた便利なツール。

「スケジュール」は、文字やカラフルなイベントアイコン（18種類）を使って、

わかりやすく表示できます。さらに、USBカメラ（別売）やデジタルカメラで

撮った写真なども登録できるので、ダイアリー感覚で楽しむこともできます。�

●Outlook®、Outlook® Expressのメー
ルデータ＊1

�
�

●マイドキュメント�
●Internet Explorerのお気に入り�
●ダイヤルアップ接続（パスワードは除く）�
●ユーザが指定したフォルダ�
�
＊1：データ移行後に手動でインポートが必要です。�

自動移行できるデータ�
�

・Microsoft® Windows® 98 Second Edition�
・Microsoft® Windows® Millennium Edition�
・Microsoft® Windows® 2000 Professional�
・Microsoft® Windows® XP Home Edition�
・Microsoft® Windows® XP Professional

対応OS

新しいパソコン� 古いパソコン�

※古いパソコンにもLANインターフェイスが必要です。�

ツールCD挿入�
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オリジナルパソコン環境作成ソフト「スタイルセレクター」�

自分好みのパソコン環境が手軽にできる�
パソコン環境を自在にカスタマイズできる「スタイルセレクター」で…�

（全モデル対応）�

自分だけのお気に入りのVALUESTARにしたい。そ

んなあなたの願いをかなえるのが、「スタイルセレクター」。

壁紙やスクリーンセーバーなどのテーマパーツを組み

合わせ自分好みの環境を手軽に設定・演出。さらに、

ダウンロードした壁紙や起動音なども気軽にツール

に登録して好きなものを自由に組み合わせ、オリジナ

ル環境に設定することもできます。�

スタイルセレクターで�
「テーマ」を選択すると� オリジナルのデスクトップ画面に！�

はがき�
作成�

ウイルス�
対策�

電子�
メール�

ホームページ�
作成�

音楽再生・�
編集�

交通情報�
検索�

画像表示・�
編集�

家計簿�

地図�

自分にぴったりのソフトウェアが選べる「ソフトチョイス サービス」�

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

アの中から選んで試していただくことができるので、パソコン初心者

の方にも安心です。さらに、体験版ソフトウェアや機能制限版ソフトウェ

アを、フル機能版にアップグレードする際も、事前に使い心地を試し

ているので安心して購入することができます。�

ソフトウェアが選べる！試せる！安心して買える！�
人気の高いソフトウェアを複数添付した「ソフトチョイスサービス」だから…�

（VU700/7Gを除く全モデル対応＊1

�
）�

ソフトナビゲーターから、一覧で見られます。�

＊1：VH300/7Aは、上記内容と異なります。詳しくは、ソフトウェア一覧（P.30）をご覧ください。 ＊2：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。 ＊3：使用期間に制限があるソフトウェアです。＊4：VX980/8F、VX500/8Aには、添付していません。�
※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。�

ご購入について�

フル機能版への�
アップグレードも、手軽で、安心。�

＊2 ＊2＊3

＊3 ＊3 ＊3 ＊2

＊2＊3＊2

＊3 ＊3 ＊3

＊4

＊3

＊3 ＊2＊3 ＊3

＊2＊2＊3

＊2 ＊3 ＊3

＊3 ＊3

＊3

＊2

家計簿マム4

ソフトチョイスサービスの体験

版ソフトウェアや機能制限版ソ

フトウェアを、手軽にフル機能

版にアップグレードできます。パ

ソコン販売店などのソフトウェア

取扱店でパッケージ商品をご購

入していただきますと、フル機能

版にアップグレードできます。また、

NECパソコン購入者向け専用

ページでは、ダウンロードによる

フル機能版の販売を行っており、

会員価格でご購入いただける

商品もご用意しています。�

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/valuestar/

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP
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�

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・故障診断・修理受付を電話で受け付けています。最新情
報については、http://121ware.com/121cc/をご覧ください。�

いつでもあなたの�
パソコンライフを�
安心＆快適サポート�

【ワントゥワンパーソナルアドバイザ･サービス】会員制・有償�

パソコンのことを�
何でも聞ける専属コーチ�

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。�

【ワントゥワンコンタクトセンター】�

【ワントゥワンウェア】�

一人ひとりに�
合わせた�
パソコンサポート！�

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などを用意するなど、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。�

「PC3年間安心保証サービスパック」（有償）�

ht tp : / /121ware.com/store/warranty/

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下記のホームページから。�

0120-977-121
お問い合わせフリーコール�

あなたの困ったを解決�

サポート「121サポータる」�

http://121ware.com

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�

◎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
合わせ、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。�

インターネットで�

電話で�

専属で�

ht tp : / /121ware.com/support /

日経パソコン「パソコン・サポート ランキング」�

電話部門／マニュアル�
部門で第1位�【総合ランキング　第2位】�＊日経パソコン2003年9月29日号�

＊�

購入相談や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
ネット予約いただくことで、24時間365日ご指定の日時に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。�

商品仕様、商品の接続情報（適合性）、カタログの
ご請求など、ご購入の相談にお応えします。�

電話サポート予約�

購入相談　窓口�

■ 使い方相談�

NECの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・ご相談にお応えします。�

■ 修理受付�

故障かな？という時、ソフトウェアの問題かハードウェアの問題かを診断した上
で修理が必要な場合は、そのまま当社指定の配送業者が故
障したパソコンを無料でお引き取りし、修理完了後に修理品を
お届けする｢NECあんしんサービス便｣の受け付けを行います。�

■ 回収リサイクル受付�

NECのパソコンを再資源化するために、ご不要になったパソコ
ンの回収リサイクル申し込み、変更手続などを承ります。なお、お
申し込みはインターネット上でも受け付けております。�

使い方相談・修理受付　窓口�

■ 買い取り相談�
お客様がお持ちのNEC製のパソコンを再利用のために行っている「買い取
りサービス」についての一般的なご質問、ご相談を承ります。なお、パソコン
の概算金額査定や買い取りサービスのお申し込みはすべてインターネット上
でのみ行っております。�

買い取り相談・回収リサイクル受付　窓口�

●電話番号をよくお確かめの上、おかけください。�
●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。�

http://121ware.com/121cc/cctel/

買い取り相談・回収リサイクルお申し込み受付はインターネットから�
http://121ware.com/support/
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○�

○�

○�

○�

○�

○�

△�

○�

○�

○�

△�

△�

○�

○�

無鉛はんだ�

鉛は、体内に入り蓄積されると人体に悪影響をもたらすと言われています。
NECでは、1998年からはんだに含まれる鉛の削減に取り組んでおります。�

業界初採用�

再生プラスチック�

「再生プラスチック」とは、廃材となったプラスチックおよび製造工程の廃棄
ルートから発生するプラスチック端材・不良品をバージン材と混合し再生し
たものです。NECでは、1998年1月に発売したパソコンから、筐体の素材と
して本格的に採用しています。�

業界初採用�

エコポリカ�

NECが開発した新しい難燃性プラスチック「エコポリカ」は、世界で初めて、
ダイオキシンの発生の恐れのあるハロゲン系化合物や、土壌汚染の原因と
なるリン系化合物を使用せずに優れた難燃性を実現。1998年からパソコン
の筐体材料に採用しています。�

★世界初採用�

再生エコポリカ�

「再生エコポリカ」は、廃材のポリカーボネートを再利用し、ノンハロゲン化、
ノンリン化と資源の有効利用両立を初めて達成しています。NECでは、
2001年からパソコンの筐体材料のひとつとして採用しています。�

★世界初採用�

OA機器のシャーシには、国内の廃棄物処理法では回避物質として、欧州の
RoHS指令では禁止物質として取り上げられている六価クロムがごく微量に
含まれています＊。NECでは、1998年10月から一部商品に「六価クロムレス
鋼板」を業界で初めて採用しています。�
＊製品使用中に六価クロムが体内に吸収されることはありませんが、廃棄後に雨水によって溶出
し、土壌・地下水汚染の原因になると言われています。�

業界初採用�六価クロムレス鋼板�

法
律
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン�

省
電
力�

環
境
ラ
ベ
ル�

紙
資
源
の
節
約�

環
境
負
荷
低
減�

リ
サ
イ
ク
ル�

グリーン購入法�
2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」（国等に
よる環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。VALUESTARでは
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」（実施が望ましいとされる項目）へも積極的に対応して
います。�

グリーン購入ガイドライン�
グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組み
を促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイド
ライン」の基準を満たした製品です。�

国際エネルギースタープログラム�
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。�

PCグリーンラベル＊2���
●環境（含3R）に配慮した設計／製造がなされている�
●使用済み後も、引き取り・リユース／リサイクル・適正処理がなされている�
●環境に関する適切な情報開示がなされている�
http://www.jeita.or.jp/

エコシンボル�
当社が独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラ
ベルです。環境配慮全般にわたる基準に加え、以下の特徴的な項
目を含んでいます。�
●再生プラスチック、または「エコポリカ」を使用�
●LCA手法（CO2排出量の把握による排出量増加の抑制）�
●主要生産基地におけるISO14001の認証取得　など�

マニュアルの電子化／再生紙使用�
マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルについては再
生紙を使用しています。�

使用済み製品の回収��
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。詳細はこちらをご覧ください。�
●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

古紙使用率70%以上の包装材�
包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。�

部品のグリーン調達�

有害な鉛はんだの使用量の把握による使用量増加の抑制�

再生プラスチック�

エコポリカ、再生エコポリカ�

六価クロムレス鋼板（シャーシ）�

省エネ法（2005年度達成目標値）の基準達成�

環境配慮事項　　具体的内容など�

＊1：添付のディスプレイは省エネ法の対象外です。�
＊2：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。�

VALUESTAR

例えばVALUESTAR Lの環境負荷低減対応について�

筐体全般�
・非ハロゲン再生プラスチック�

・六価クロムレス鋼板�

本体全般�
・省エネルギー設計�

○：全機種対応　△：一部機種対応�

※部品のグリーン調達、有害な鉛はんだの使用量の把握による使用量増加の抑制を�
  実施しています。�

●詳しくはホームページ�

　http://121ware.com/ecology/ をご覧ください。�

＊1
���

�

VALUESTARは、環境への取り組みまで最先端です。�

NECでは、環境に配慮した商品の提供をはじめ、素材や生産技術の開発においても積極
的に取り組み、常に業界をリードしてきました。さらに、設計から回収まで、製品のライフサイ
クル全域をサポートする環境対策により、地球にやさしいパソコンづくりを推進しています。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

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/ 29
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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添付（添付DVD-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　※VU700/7G、VH300/7Aのソフトウェアは、他のモデルと一部機能が異なります。�
�

■主なソフトウェア一覧�

■ソフトチョイス サービス対象ソフトウェア一覧����

ソフトウェア名�分類�

VL20E/8D
VL70E/8D
VL570/8D
VL47E/8D
VL350/8D

VH300/7AVU700/7G
VT900/8D
VT700/8D
VT500/8D

VX500/8AVX980/8F�
�
基本OS�
�
�
�
�
�
日本語入力�
�
統合ビジネス �
プラットフォーム�
�
�
�
�
メニュー�
インターネット�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
携帯電話連携�
生活情報�
画像表示・編集�
�
�
DVDコンテンツ作成�
�
�
ホームネットワーク�
TV関連�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
パソコン学習�
�
�
プレーヤ�
�
�
�
�
�
CD/DVD作成�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ネットワーク管理�
ゲーム�
�
�
リモコン用パズル�
�
オンラインゲーム�
�
�
�
�
目のストレッチ�
電子文書表示�
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�
�
�
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1＊１

�
�

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

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004＊2
�
�

Microsoft® Windows MediaTM      � Player 9.0 �
Microsoft® DirectX® 9.0a �
Microsoft® DirectX® 9.0b �
Microsoft® IME 2002 �
Microsoft® IME 2003 �
Microsoft® Office Personal Edition 2003 ＊3

��
�

 Microsoft® Office Word 2003 �
 Microsoft® Office Excel 2003 �
 Microsoft® Office Outlook® 2003 �
Microsoft® Office Home Style+�
Microsoft® Office Online ＊4

�
�

ソフトナビゲーター �
BIGLOBEインターネット無料体験＊5

�
�

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 �
POINT 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 �
光でつながるUSENのブロードバンド �
AOL入会ツール �
AOL7.0 for Windows�
Yahoo!BB サインアップソフト �
Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1　 �
Microsoft® Outlook® Express 6.0 �
Liquid SurfTM       Version 1.11 �
Macromedia FlashTM  Player 6  �
i-フィルター Personal Edition �
翻訳アダプタII CROSSROAD （Ver3.0）　 　�
Microsoft® Windows® Messenger Version4.7　 �
Fresh Voice  �
もーしょんパラダイス＊25

�����
�

ドット・ゲートサービス �
Webアルバム �
ライブフォト/ｉ＊7

�
�

携帯マスター10 for NEC ＊8
�
�

パーソナルライフウィンドウ �
Ulead® VideoStudio® 6 SE Basic　 　�
DVD-MovieAlbumSE   �
SmartHobby  �
Ulead® DVD MovieWriterTM      for NEC Ver.2　 　�
Sonic MyDVD® �
Sonic PｒimeTimeTM  �
MediaGarage ＊9

�
�

SmartVision DG�
SmartVision BS�
SmartVision  �
SmartVision TV 録画予約サービスクライアント（BIGLOBE用）＊１０

���
�

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 ＊１１

���
�

bitcast browser Ver3.0 �
ADAMSナビ �
もじぞう �
画質設定ツール �
パソコンのいろはII�
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® WinDVDTM 

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

     4 for NEC  �
InterVideo® WinDVDTM 

     4�
（Dolby Headphone、Dolby Virtual Speaker機能搭載）�
BeatJam for NEC �
Sonic RecordNow DX  �
DVD-RAM用ドライバーソフト＊１２

���
�

ぱそガイド �
CyberSupport for  NEC　  �
121ポップリンク　  �
マカフィー・ウイルススキャン（使用期間限定版）＊２０

���
�

McAfee VirusScan Online（使用期間限定版）＊２０
���

�
PCGATE Personal Ver2.1  �
バックアップ-NX ＊１４

���
　＊１５
���

�
再セットアップディスク作成ツール�
ワンタッチスタートボタンの設定 �
Programボタンの設定 �
自動メール受信ユーティリティ＊１６

���
�

ログオンアイコン作成ツール �
AquaReal LE �
スタイルセレクター �
Liquid View® Version 2 �
目覚まし時計 �
ホームネットワークアシスタント �
データトラベリング �
ハーフスクリーン設定ユーティリティ �
ネットコーディネーター＊１７

���
�

AI将棋 �
AI囲碁 �
AI麻雀スタンダード �
Otto �
Gem Master �
Dragon Raja ＊１８

���
�

Helbreath ＊１８
���

�
Gunbound ＊１８

���
�

Epoch Online ＊１８
���

�
Cyber 囲碁 ＊１８

���
�

ストレッチアイ Hyper LE ＊１9
���

�
Adobe® Acrobat® Reader® �
Adobe® Reader® 6.0 

筆王�
筆まめVer.13 ベーシック　�
筆まめVer.14 体験版�
筆ぐるめ Ver.10 機能限定版（使用期間限定版）�
筆ぐるめ Ver.11 機能限定版（使用期間限定版）�
デジカメde!!年賀状Lite for NEC　�
Microsoft® Office Outlook® 2003�
Microsoft® Outlook® Express 6.0�
PostPet V3（使用期間限定版）�
Shuriken Pro3体験版（使用期間限定版）�
Eudora 5.1-J（使用期間限定版）�
eDATAExpress便�
蔵衛門10デジブック for NEC�
Ulead® iPhotoExpress 4.0 SE デジカメWalker�
デジカメde!!同時プリント6 30日間使い放題版（使用期間限定版）�
Adobe Photoshop Album Mini�
デジカメNinja 2003EX（使用期間限定版）�
フォトペタ！体験版 for NEC（使用期間限定版）�
BeatJam for NEC 　�
MUSICMATCH Jukebox 7 Basic（使用期間限定版）�
MUSICMATCH Jukebox 7.5 Basic（使用期間限定版）�
Audio Magic Studio Light�
マカフィー・ウイルススキャン（使用期間限定版）＊２０

���
�

McAfee VirusScan Online（使用期間限定版）＊２０
���

�
Norton AntiVirus 2003（使用期間限定版）＊２０

���
�

ウイルスバスター2003 リアルセキュリティ（使用期間限定版）＊２１
���

�
ウイルスバスター2004 インターネットセキュリティ（使用期間限定版）＊２１

���
�

V3 ウイルスブロック（使用期間限定版）�
駅すぱあと ＊２2

���
　�

乗換案内 時刻表対応版�
ホームページミックス ＊２3

���
�

ホームページビルダー® 7（使用期間限定版）�
ホームページ制作王 2004 体験版（使用期間限定版） ＊２4

���
�

HomePageCreator 5.5（使用期間限定版）�
デジタル全国地図Zm@p on net（使用期間限定版）�
MapFan®.net（使用期間限定版）�
てきぱき家計簿マム3�
てきぱき家計簿マム4�
Microsoft® Money 2004 体験版（使用期間限定版）�

　�
�
�
�
�
�
�
�
�
日本語ワード プロセッサ�
統合型表計算ソフトウェア�
電子メール・情報管理ソフトウェア�
オフィス パワーアップ ツール�
オンライン サービス�
�
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�
電子メール�
ホームページ表示補助�
�
ホームページ閲覧制限�
英日・日英翻訳�
インターネットTV電話＊6

�
�

�
通信カラオケ�
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�
�
�
�
AVネットワーク�
地上デジタル放送受信・録画�
BS・110度CSデジタル放送受信・録画�
地上アナログ放送受信・録画�
ＴＶ録画予約�
�
リモートTV機能�
�
ＴＶ・ビットキャスト受信�
ADAMS受信�
文字放送受信�
ＴＶ画質調整�
パソコン操作レッスン�
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�
�
�
�
�
音楽CD、MP3再生�
�
�
�
�
�
ウイルスチェッカー�
�
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�
スクリーンセ－バー�
デスクトップの設定�
�
目覚まし時計�
ホームネットワーク構築・管理�
データ移行�
画面設定�
�
将棋�
囲碁�
麻雀�
アクションパズル�
パズル�
RPG�
�
パズル�
対戦ロボットシューティング�
囲碁�

はがき作成�
�
�
�
�
�
電子メール�
 �
�
�
�
�
画像表示・編集�
�
�
�
�
�
音楽再生・編集�
�
�
�
ウイルス対策�
�
�
�
�
�
交通情報検索�
�
ホームページ作成�
�
�
�
地図�
�
家計簿�
�
�
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※VALUESTAR Uは、ソフトチョイス サービスに対応しておりません。�

VALUESTAR TX VALUESTAR LVALUESTAR T VALUESTAR U VALUESTAR H

＊1： 本製品にインストールされているWindows®
  XP Home Editionまたは

Windows®
  XP Professional 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®
 XP Home 

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： OSのみの再インストールは行えません。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。�

＊３： マニュアル添付。　　　　�
＊４： ｢Microsoft®  Office Personal Edition 2003｣に搭載されている機能

で、辞典、翻訳、ヘルプなどが利用できます（ただし、利用するためには
インターネット接続環境が必要です）。�

＊５： 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。�

＊６： 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。　�

＊７： 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－トサービス サポー
トページ（http://121ware.com/psi/support2/）をご覧ください。�

＊８： 携帯電話との接続には別途携帯電話リンク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）。�

＊９： 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。動作条件は以下となります。�

＊１０：BIGLOBEに入会し、「SmartVision TV録画予約サービス」のお申
し込みをすることが必要です。�

＊１１：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。動作条件は以下となります。       

＊１２：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。�

＊１３：CD-R/RWへの書き込みのみ可能です。�
＊１４：お客様が作成したすべてのデータや設定をバックアップ、移行する

ものではありません。バックアップ、移行はお客様の責任において行
ってください。　　�

＊１５：VALUESTAR U、Hは、パソコン乗換機能付き。そのほかの機種は
データトラベリングでパソコン乗換機能と同様の機能を利用できます。�

＊１６：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。�

＊１7：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。ネットコーディネーターをクライアントのパソコンで使用す
る動作条件は、以下となります。  

＊１８：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、最
大2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。�

＊１９： 使用環境、個人差などにより、思うような効果が得られない場合があります。�
＊２０：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。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。�

＊２１：30日間ご利用いただけますが、アップデート機能はご利用いただけません。�
＊２２：2003年10月現在（VALUESTAR Hは2003年4月現在）のダイヤを

調べることができます。路線・料金・時刻表など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。�

＊２３：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。�

＊２４：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。または、専用サーバーサービス「ジ
ャングル・ネット・サービスV」で、10MBのホームページ公開スペース
を無料で利用できるようユーザ登録をする必要があります。�

＊２５：ご利用いただくには、ホームページにてBIGLOBEユーザIDによる会
員登録が必要になります。ホームページアドレス�

           http://motpara.cplaza.ne.jp/riyou/index.html

※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。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。�

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。�
※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。�
※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するも

のではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。�
※お客様が画像・音楽・データなどを記録（録画・録音）したものは、

個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で
使用できません。�

 対象OS  Microsoft®  Windows®
  Millennium Edition�

 Microsoft®  Windows®
  2000 Professional�

 Microsoft®  Windows®
  XP Home Edition�

 Microsoft®  Windows®
  XP Professional �

 メモリ  １２８MB （Windows® XPは２５６MB以上推奨 ）�
 LAN環境  ＜有線LAN＞１000BASE-T/１00BASE-TX/１0BASE-T�
 ＜ワイヤレスLAN＞直接接続（アドホック接続）�
 ※TV機能をご使用になるには、SmartVision/PLAYER�
 　の動作条件に適合する必要があります。�

 対象OS  Microsoft® Windows® Millennium Edition�
 Microsoft® Windows® ２０００ Professional（Service Pack３）�
 Microsoft® Windows® XP Home Edition�
 Microsoft® Windows® XP Professional �
 メモリ  １２８MB（Windows® XPは２５６MB以上推奨） �
 その他 Microsoft®　DirectX® ８.１以上実装環境 �
 Microsoft®　Windows MediaTM Player ７.１以上�
 ビデオRAM容量 ８MB（１６MB以上推奨） �
 LAN環境  ＜有線LAN＞1000BASE-T/１00BASE-TX/１0BASE-T�
 ＜ワイヤレスLAN＞IEEE802.11a/b/g�

※使用する環境（電波環境、周囲の障害物、設置環境、
使用状況など）により十分な通信速度が得られない場
合には、ワイヤレスLAN経由でのご利用ができない場
合があります。その際には1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T有線LAN環境でご利用ください。�

                 ※MPEG２配信は１00Mbps環境推奨�

 対象OS  Microsoft® Windows® XP Home Edition ServicePack１ 以上�
 Microsoft® Windows® XP Professional ServicePack１ 以上�
 CPU インテル® Celeron® プロセッサ 1.20GHz以上、�
 もしくは AMD AthlonTM  XPプロセッサ 2000+以上�
 メモリ  ２５６MB以上�
 グラフ、 下記の機能をサポートできるグラフ、サウンド機能を有すること�
 サウンド Microsoft® Windows MediaTM      Player 9.0�
 Microsoft®DirectX®9.0b�
 Macromedia FlashTM Player 6以上�
 モニタ解像度 XGA、SXGA、SXGA+、WXGA、UXGA�
 LAN環境  ＜有線LAN＞1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応�
 ＜ワイヤレスLAN＞IEEE802.11aまたはIEEE802.11g�

※使用する環境（電波環境、周囲の障害物、設置環境、
使用状況など）により十分な通信速度が得られない場
合には、ワイヤレスLAN経由でのご利用ができない場
合があります。その際には1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T有線LAN環境でご利用ください。�

 推奨CPU 標準画質中心 全画質動作 MPEG４のみ �
 インテル® Pentium® III�
 プロセッサ 

７３３MHz以上 １GHz以上 ５00MHz以上
 �

 インテル® Celeron®�
 プロセッサ 

９００MHz以上 １.２０GHz以上 ６３３MHz以上
 �

 AMD AthlonTM �
 プロセッサ ９００MHz以上 １.２GHz以上 ７00MHz以上 �

 AMD DuronTM �
 プロセッサ ９００MHz以上 １.２GHz以上 ７00MHz以上�



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。左の「主なソフトウェア一覧」でご確認ください。�

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。�

Copyright © 2003 Microsoft Corporation.All rights Reserved.

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

■Microsoft® 
  Office Personal Edition 2003 ■BIGLOBEインターネット無料体験�

■InterVideo® WinDVDTM 4 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。�

© 2004 Ulead Systems,Inc. All Rights Reserved.

■Ulead® 
    VideoStudio

® 6 SE Basic

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。�

© 2002 株式会社ジャストシステム�

■ホームページミックス�

「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。�

■BeatJam for NEC

© 2003 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＊1＊2

�   �、ドルビー
ヘッドフォン＊1＊2

�   �で迫力ある映
像を気軽に楽しめます。�
�
＊1：VALUESTAR Lを除く全モデ

ル対応。�
＊2：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。�

�Copyright © 1999,2003 InterVideo,Incorporated.�
All rights reserved.

パソコンで疲れた目のストレッチ
が手軽にでき、目の筋肉をほぐ
し気分をリフレッシュできます。�

■ストレッチアイ Hyper LE ■てきぱき家計簿マム4

Copyright © 1996-2004 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、見る、送る」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10デジブック for NEC

■駅すぱあと�

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。�

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

数多くの書体やイラストを使って、
はがき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。�

Copyright © 2002 i4 CORPORATION.All Rights Reserved.

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

��

for　NEC

■筆王�

統合ソフト� インターネット�

クリエイティブ�

音楽・映像�

その他便利で役立つソフト�

その他便利で役立つソフト�

3Dで描かれたリアルな熱帯魚
たちがデスクトップの中を動きま
わるスクリーンセーバーです。パ
ソコンの中が水槽に早変わり。
マウスポインタで触ったり、エサ
を与えることもできます。�

パソコンで家計簿をつけること
ができます。支出や収入を入力
するだけで面倒な集計はパソコ
ンにおまかせ。家計のコントロー
ルの強い味方です。�

■AquaReal LE

�

Copyright ©  2003 TECHNICAL SOFT INC. All rights reserved.© 2002 Formosoft International Inc. All Rights Reserved.

※使用環境、個人差などにより、思
うような効果が得られない場合
があります。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

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/ 31

F23W11
23型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶�
［地上アナログTVチューナ内蔵］）�

音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）�
DVI-D、USB 2.0×3、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＊１、Sビデオ×1＊１、�
コンポジットビデオ×1＊１、ライン入力（L/R）×1）、�
ビデオ入力2（Sビデオ×1＊２、コンポジットビデオ×1＊２、�
ライン入力（L/R）×1）、ステレオライン入力×1�
アクティブ表示エリア：501（W）×300（H）mm�
0.3915mm�
640×480ドット＊３＊４、800×600ドット＊３＊４、�
1,024×768ドット＊４、1,280×768ドット �
約138W�
660（W）×220（D）×469（H）mm�
約13.5kg�
SoundVu、サブウーファ、TV操作ボタン、VISUALボタン�

�
画面サイズ�
�
TVチューナ（地上アナログ放送）�
インターフェイス�
�
�
�
�
�
表示寸法�
画素ピッチ�
表示解像度�
�
消費電力�
外形寸法�
質量�
備考�

ディスプレイ�

型名�

＊１：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。 ＊２：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。 ＊３：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。 ＊４：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。�

■TV機能（VH300/7A）�

＊1：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、コ
イン形リチウム電池で約6ヵ月使用可能です（1日あたり50回のボタン操作を
行った場合）。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。　＊2：電池の質量は含まれておりません。　＊3：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、表示の切り
換えはＯＳＤメニュー画面より行います。　＊4：TV機能のみご使用時の値です。�
�

Sビデオ端子×1＊３、コンポジットビデオ端子×1＊３、�
音声入力端子（L/R）×1�
�

ディスプレイ�

高画質機能�

画面サイズ�

視野角�

表示解像度�

最大発色数 

表示寸法�

画素ピッチ�

15型 （高輝度エクセレントシャインビュー液晶）�

上下左右176°�

XGA （最大1,024×768ドット表示） �

8bit ×3入力により最大約1，677万色同時表示�

アクティブ表示エリア：304（W）×228（H）mm、対角：380mm�

0.297mm

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�
�
ノーマル、ムービー、ダイナミック、ユーザ1、�
ユーザー2を選択可能�

お好み画質�

2画面機能� PC画面上にTV子画面、�
もしくはTV画面上にPC子画面を表示可能�
�TVチューナ�

（地上アナログ放送）�
音声多重対応、受信チャンネル：�
VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）�
�リモコン� 赤外線リモコン＊１�

�外形寸法�

質量�

54（W）×124（D）×6（H）mm�

�約31g＊２�

TV�
インターフェイス �

TVアンテナ入力�

映像入力�
／音声入力�

消費電力＊４�

／待機時消費電力＊４�

備考�

F型同軸×1

約70W／約6W�

�
内蔵ディスプレイ、スピーカ、電源、電波
障害対策、温湿度条件、外形寸法、質量
についてはPC機能の仕様と同等です。�

               

■ディスプレイ仕様一覧 対応するパソコン本体は、P.32-33仕様一覧をご覧ください。本ディスプレイ単体での販売は、しておりません。�

SoundVuTM
サウンドビュー�

23型ワイド�

17型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶�
［地上アナログTVチューナ内蔵］）�

�
�
�
�
�
�
�
アクティブ表示エリア：370（W）×222（H）mm�
0.290mm�
�
 �
約81W�
483（W）×207（D）×352（H）mm�
約8.3kg�
�
�

F17W81（R）�

SoundVuTM
サウンドビュー�

17型ワイド� 17型�

17型（高解像度デジタルTFT液晶）�
�
－�
DVI-D、USB 2.0×4、�
ヘッドフォン出力×1、�
ステレオライン入力×1�
�
�
�
アクティブ表示エリア：337（W）×270（H）mm�
0.264mm�
640×480ドット＊３、800×600ドット＊３、�
1,024×768ドット＊３、1,280×1,024ドット �
約67W�
440（W）×194（D）×389（H）mm�
約7.3kg�
SoundVu、サブウーファ�

F17R21

SoundVuTM
サウンドビュー�

17型（高解像度デジタルTFT液晶）�
�
�
�
�
�
�
�
�
アクティブ表示エリア：337（W）×270（H）mm�
0.264mm�
640×480ドット＊３、800×600ドット＊３、�
1,024×768ドット＊３、1,280×1,024ドット �
約55W�
398（W）×209（D）×403（H）mm�
約6.0kg�
ステレオスピーカ�

F17R1A（R）�

17型�

15型（デジタルTFT液晶）�
�
�
�
�
�
�
�
�
アクティブ表示エリア：304（W）×228（H）mm�
0.297mm�
640×480ドット＊３、800×600ドット＊３、�
1,024×768ドット �
約52W�
411（W）×194（D）×343（H）mm�
約5.9kg�
�
�

F15T71

SoundVuTM
サウンドビュー�

15型�

15型（デジタルTFT液晶�
［スーパーシャインビュー液晶］）�

�
�
�
�
�
�
�
アクティブ表示エリア：304（W）×228（H）mm�
0.297mm�
640×480ドット＊３、800×600ドット＊３、�
1,024×768ドット �
約42W�
362（W）×173（D）×358（H）mm�
約4.1kg�
�
�

F15T7A（R）�

15型�
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最大1,677万色＊１４�

最大1,677万色＊１４�
最大1,677万色＊１４�
最大1,677万色＊１５�

最大1,677万色＊１４�

�

項目� �
VX980/8F�
PC-VX9808F

�
VX500/8A�
PC-VX5008A

VALUESTAR T�
VT700/8D�
PC-VT7008D�

�

�
VT900/8D�
PC-VT9008D�

�

�
VT500/8D�
PC-VT5008D

型名�
型番�
インストールOS・サポートOS�
�
CPU�
キャッシュメモリ    1次 �
                          2次 �
バスクロック      システムバス �
                          メモリバス �
チップセット  �
メモリ（メインRAM）    標準容量�
                          スロット数 �
                          最大容量 �
表示機能           ビデオRAM �
                          グラフィックアクセラレータ �
                          解像度・表示色   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�
メール着信表示機能  �
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 �
通信機能           FAXモデム＊１７ �
�
                          LAN �
                          ワイヤレスLAN�
入力装置          キーボード �
�
                          マウス �
                          リモコン �
フロッピーディスクドライブ  �
ハードディスクドライブ＊２６  �
CD/DVDドライブ  �
�
                          速度 �
�
�
�
映像関連機能 �
�
スロット               メモリースティック（メモリースティックPRO） �
                          SDメモリーカード �
                          PCカード �
�
                          AGP �
                          PCI �
インターフェイス  USB �
                          IEEE1394（DV） �
                          パラレル �
                          シリアル �
                          ディスプレイ �
                          PS/2 �
                          FAXモデム �
                          LAN �
                          ワイヤレスLAN�
サウンド関連       光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力�
インターフェイス �
                          ライン入力 �
                          ライン出力 �
�
                          マイク入力 �
                          ヘッドフォン出力 �
                          オーディオ入力端子（L/R） �
ベイ  �
�
電源  �
消費電力           標準／最大 �
エネルギー消費効率  �
電波障害対策  �
温湿度条件  �
外形寸法           本体（突起部除く） �
                          本体（スタビライザ設置時） �
                          キーボード �
                          リモコン �
質量                 本体 �
                          キーボード／マウス／リモコン �
主な添付品  �
�
主なインストールソフト �

映像関連機能   MPEGボード �
（地上アナログ放送）     TVチューナ �
                          データ放送受信 �
                          映像合成表示機能 �
�
�
                          高画質機能 �
                          TV録画機能 �
�
�
�
�
                          最長録画時間     高画質モード�
                       標準画質モード�
                       長時間録画モード�
                       最高品質モード�
                       高品質モード�
                       標準モード�
                      長時間モード�
映像関連           TVアンテナ入力 �
 インターフェイス  地上デジタルアンテナ入力�
                           BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力 �
                         ビデオ入力 �
�
                          ビデオ出力（TV-OUT） �

■TV機能�

Microsoft® Windows® XP Professional�
operating system 日本語版 Service Pack 1＊２�
HT テクノロジ＊３インテル® Pentium® 4プロセッサ 3.20GHz�
12Kμ命令実行トレース/8KBデ－タ（CPU内蔵）�
512KB（CPU内蔵）�
800MHz�
400MHz�
Intel社製 82865G / 82801EB�
512MB（256MB×2）（DDR SDRAM/DIMM、PC3200対応）�
2スロット（DIMMスロット）［空きスロット0］（デュアルチャネルサポート）�
2GB＊９�
64MB （AGPボードに搭載）�
ATI社製 RADEONTM

� 9600SE�
最大1,677万色＊１３�

最大1,677万色＊１３�
最大1,677万色＊１３�
最大1,677万色＊１３�

最大1,677万色＊１５�

最大1,677万色＊１５�

メール着信ランプ搭載�
�
�
�
添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（5W＋5W）、サブウーファ（6W））�
ADI社製 AD1981B搭載�
データ通信：最大56Kbps＊１８（K56flexTM、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（CSAバス接続）�
トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g準拠）＊１９�
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）＊２１�
赤外線リモコン＊２３�

－【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU14）＊２４】�
約250GB＊２７（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）�
DVDスーパーマルチドライブ＊６７（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）�
�
�
�
�
�
地上アナログ放送、地上デジタル放送、�
BSデジタル・110度CSデジタル放送対応（下表）�
デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊３８＊３９�
デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊３８（MMC対応＊４０）�
Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応�
�
1スロット［空きスロット0］�
3スロット（ハーフ×3）［空きスロット0］�
コネクタ4ピン×8（本体×5＊４２、液晶ディスプレイ×3）［USB 2.0］�
4ピン×2�
D-sub25ピン×1�
D-sub9ピン×1�
DVI-I（29ピン）＊４５＊４６�
ミニDIN6ピン×2＊４８�
RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）�
RJ45コネクタ×1�
外部アンテナ用コネクタ×１�
角形×1＊５０、丸形×３（地上アナログTVボード×1＊５１、BS・110度�
CSデジタルTVボード×１＊５２、地上デジタルTVボード×1＊５３）＊５４＊５５�
ステレオミニジャック×2�
ステレオミニジャック×4（背面×1＊５６、地上アナログTVボード×１＊６６、�
BS・110度CSデジタルTVボード×1＊６６、地上デジタルTVボード×１＊６６）�
ステレオミニジャック×1�
ライン出力と共用�
1系統�
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：2スロット（ハードディスクドライブで1スロット占有済）［空きスロット1］�
AC100V±10%、50/60Hz�
約123W／241W�
P区分 0.00036�
VCCI ClassB�
10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）�
194（W）×392（D）×390（H）mm＊６３＊６８�
284（W）×450（D）×390（H）mm�

382（W）×176（D）×42（H）mm�
53（W）×200（D）×25（H）mm�
約16kg�
約900g／約90g／約90g＊６４�
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、ビデオ変換コネクタ×4�
（共用端子→コンポジットビデオ）、ワイヤレスLAN外付けアンテナ、リモコン、乾電池（単三アルカリ：2本）�

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＊１６］）、�
マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド�

最大1,677万色＊１３�
最大1,677万色＊１３�
最大1,677万色＊１３�
最大1,677万色＊１３�
最大1,677万色＊１５�
�

最大1,677万色＊１４�
最大1,677万色＊１４�

最大1,677万色＊１４�

最大1,677万色＊１４�

�
�
�
最大1,677万色＊１５�

最大1,677万色＊１４�

�

添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（5W＋5W）、サブウーファ（6W））� 添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（3W＋3W）、サブウーファ（5W））�

約250GB＊２７（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）�約160GB＊２８（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）�
�

－�
�

－�
�

－�
�

－�
�

1スロット（Low Profile）［空きスロット0］�
2スロット（ハーフ×2）［空きスロット1］�
コネクタ4ピン×8（本体×5＊４２、液晶ディスプレイ×3［USB 2.0］� コネクタ4ピン×9（本体×5＊４２＊４３、液晶ディスプレイ×4）［USB 2.0］�

DVI-D（24ピン）＊４５＊４７�

角形×1＊４９�

ステレオミニジャック×1＊５６�

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］�
�
約80W／202W�
�
�

約76W／199W�
�
�

115（W）×373（D）×382（H）mm＊６３�
200（W）×373（D）×382（H）mm�
�
�
約11kg�
�
マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ：2本）� 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＊６５、乾電池（単三アルカリ：2本）�
Microsoft®  

    
Office Personal Edition 2003

ディスプレイ（詳細はP.31参照） �
                           画面サイズ�

F17R1A（R）�
17型（高解像度デジタルTFT液晶）�

F23W11�
23型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶［TVチューナ内蔵］）�

F23W11�
23型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶［TVチューナ内蔵］）�

F17W81（R）�
17型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶［TVチューナ内蔵］）�

F17R21�
17型（高解像度デジタルTFT液晶）�

ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード�
音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）�
地上アナログデータ放送（ビットキャスト、ADAMS）、文字多重放送、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�
bitcast browser使用時は160×120ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能�
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�
bitcast browserでAVI（240×180ドット（30.6Mbps））、�
WMV8（240×180ドット（0.33Mbps））の録画可能�
約60時間40分�
約118時間10分�
約224時間50分�
－�
－�
－�
－�
F型同軸×1�
F型同軸×1�
F型同軸×1�
Sビデオ・コンポジットビデオ共用端子×1＊５７（背面×１）、�
Sビデオ端子×1（前面×1）、コンポジットビデオ端子×1（前面×1）�
Ｓビデオ・コンポジットビデオ共用×3�（地上アナログTVボード×1＊５９、�
BS・110度CSデジタルTVボード×1＊６０、地上デジタルTVボード×1＊６１）＊６２�

地上アナログデータ放送（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�

デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ�
�SmartVision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�

約60時間40分�
約118時間10分�
約224時間50分�
�

約36時間�
約70時間20分�
約133時間50分�
�

Sビデオ端子×1（背面×1）、�
コンポジットビデオ端子×1（背面×1）�

－�
�

64MB （最大）＊６�
Intel社製 Intel® 82865Gに内蔵�

－�
�

ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード�

Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system日本語版Service Pack 1＊１�
�
HT テクノロジ＊３インテル® Pentium® 4プロセッサ2.80CGHz

添付の液晶ディスプレイに内蔵（ステレオ（1W＋1W））�
�

約160GB＊２８（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）�
�

DVD-RAM読出し：最大3倍速＊３２、DVD-RAM書換え：最大3倍速＊３２＊３３、DVD+R書込み：最大8倍速、DVD+RW書換え：最大4倍速、�
DVD-R書込み：最大4倍速＊３４、DVD-RW書換え：最大2倍速＊３５、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10倍速＊３６�

�
�

3スロット（ハーフ×3）［空きスロット2］�
�コネクタ4ピン×9（本体×5＊４２＊４３、液晶ディスプレイ×4）［USB 2.0］�
�

角形×1＊４９、丸形×1＊５１＊５４＊５５�

�

ステレオミニジャック×2（背面×１＊５６、地上アナログTVボード×１＊６６）�
�
�

約85W／249W�
P区分 0.00043�
�

マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、ビデオ変換コネクタ×2（共用端子→�
コンポジットビデオ）、リモコン、リモコン用受信ユニット＊６５、乾電池（単三アルカリ：2本）�

VALUESTAR TX�
�

約36時間20分�
約70時間50分�
約134時間50分�
－�
－�
－�
－�
�

Ｓビデオ・コンポジットビデオ共用×1（TVボード×1）＊５９＊６２�

＊１：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。別売のMicrosoft® 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。　＊２：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。別売のMicrosoft® 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。　＊３：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。　＊４：AMD社が定めた、QuantiSpeedTMアーキテクチャを採用したAMD AthlonTMXPプ
ロセッサ2600+は、動作周波数1920MHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく2600MHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有
します。　＊５：AMD社が定めた、QuantiSpeedTMアーキテクチャを採用したAMD AthlonTMXPプロセッサ2400+は、動作周波数2000MHz
で動作しておりますが、従来の設計に基づく2400MHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。　＊６：ビデオRAMはメモリ（メイン

RAM）を使用します。　＊７：PC2700対応-DDR333MHzメモリのみ対応しています。　＊８：PC2100対応-DDR266MHzメモリのみ
対応しています。　＊９：増設RAMサブボード（PC3200対応-DDR400MHzメモリ）［1024MB］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-ME009（256MB）、PK-UG-ME010（512MB）、PK-UG-ME011（1024MB）を
推奨します。　＊１０：増設RAMサブボード（PC2700対応-DDR333MHzメモリ）［1024MB］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-ME005（256MB）、PK-UG-ME006（512MB）を推奨します。　＊１１：増設RAMサブボー
ド（PC2700対応-DDR333MHz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-
ME005（256MB）、PK-UG-ME006（512MB）を推奨します。　＊１２：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-ME005（256MB）、PK-UG-ME006（512MB）を推
奨します。VALUESTAR HにPK-UG-ME005、PK-UG-ME006を使用される場合、PC2100にて動作いたします。　＊１３：グラフィック
アクセラレータの持つ最大発色数です。　＊１４：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。　＊１５：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。＊１６：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。　＊１７：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。 ＊１８：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。　＊１９：通信速度:802.11b 最
大11Mbps。802.11a/g 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度（理論値）です。また、接続対象機器、電波環境、
周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合
があります。IEEE802.11bおよびIEEE802.11g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。5GHz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。電波状況によりIEEE 802.11a/IEEE802.11g/IEEE 802.11b通信を自動的に切り換え
る機能に対応しております。　＊２０：キーボードのキーの横方向の間隔です。キーの中心から隣のキーの中心までの長さです（一部キー
ピッチが短くなっている部分があります）。　＊２１：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。　＊２２：本体のUSBポート
に接続します。　＊２３：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約100時間です。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。　＊２４：2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）。　＊２５：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応しています（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）。ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可です。　＊２６：1GBを10億バイ
トで計算した場合の数値です。　＊２７：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約222GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアッ
プ用として認識されます。　＊２８：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約135GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用と
して認識されます。　＊２９：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。　＊３０：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約98GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識され
ます。　＊３１：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約27GB、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。
　＊３２：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、カートリッジなし、あるいは

－�
－�
�

地上アナログ放送対応（下表）�
�

本体価格はすべてオープン価格です。�■VALUESTAR  仕様一覧�



NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP Media Center Edition

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/ 33

TVチューナ�
データ放送受信�
映像合成表示機能�
�
�
�
TV録画機能�
�
 　      デジタルハイビジョンTV放送�
 　      デジタル標準TV放送�
�

映像関連機能（地上デジタル放送）�

最
長
録
画�

�

時
　
間�

�

最
長
録
画�

�

時
　    

間�

�

映像関連機能（BSデジタル・110度CSデジタル放送）�

VALUESTAR U�
VU700/7G�
PC-VU7007G

HTテクノロジ＊３インテル®Pentium® 4 プロセッサ2.60C GHz

�
320MHz�
�
512MB（DDR SDRAM/DIMM、PC2700対応）�
2スロット（DIMMスロット）［空きスロット1］（デュアルチャネルサポート）�
2GB＊１０�

約250GB＊２９（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）�

DVD-RAM読出し：最大3倍速＊３２、DVD-RAM、書換え：最大3倍速＊３２＊３３、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＊３４、DVD-RW書換え：最大2倍速＊３５、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＊３６�

－�
�

DVI-I（29ピン）＊４５＊４６�

約73W／198W�
P区分 0.00050�
�
�

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＊６５、ＩＲブラスタケ－ブル、乾電池（単三アルカリ：2本）�

マイテレビ使用時：368×278ドット以上�
（縦横比3：4固定）でサイズ変更可能�

マイテレビで720×480ドットおよび各モード（最高品質モード：�
6.0Mbps VBR、高品質モード：4.5Mbps VBR、標準モード：�
3.0Mbps VBR、長時間モード：2.5Mbps VBR）の録画可能�

ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離�

－�
－�
－�
�約79時間20分�
約103時間40分�
約149時間40分�
約175時間40分�
�

Sビデオ端子×1（背面×1）＊５８、�
コンポジットビデオ端子×1（背面×1）＊５８�

Microsoft® Windows®XP Media Center Edition �
2004 operating system 日本語版＊２�
�

64MB （AGPボードに搭載）�
ATI社製 RADEONTM

� 9600SE�
�

�
VL70E/8D�
PC-VL70E8D

�
VL570/8D�
PC-VL5708D

�
VL47E/8D�
PC-VL47E8D

�
VL350/8D�
PC-VL3508D

�
VL20E/8D�
PC-VL20E8D

VALUESTAR L �
VH300/7A�
PC-VH3007A�

�

VALUESTAR H

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�

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＊１６］）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド�

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＊１６］）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド�

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�

AMDAthlonTMXP プロセッサ 2600+＊４�インテル®
 Celeron

®
 プロセッサ 2.60GHz インテル®

 Celeron
®
 プロセッサ 2.60GHzAMDAthlonTMXPプロセッサ 2600+＊４� AMDAthlonTMXP プロセッサ 2400+＊５�モバイル AMD AthlonTM

 
4 プロセッサ 1.1GHz

128KB（CPU内蔵）�

Silicon Integrated Systems社製 SiS651に内蔵�nVIDIA社製 nForceTM 2 IGPに内蔵� Silicon Integrated Systems社製 SiS651に内蔵� Silicon Integrated Systems社製 SiS740に内蔵［APG対応］�nVIDIA社製 nForceTM 2 IGPに内蔵�

128KB（CPU内蔵）� 128KB（CPU内蔵）�12Kμ命令実行トレース/8KBデ－タ（CPU内蔵）� 12Kμ命令実行トレース/8KBデ－タ（CPU内蔵）�
128KB（CPU内蔵）�
�

512KB（CPU内蔵）�
�

128KB（CPU内蔵）�
�

256KB（CPU内蔵）�
�

�
�333MHz�

333MHz�
nVIDIA社製 nForceTM 2 IGP / nForceTM 2  MCP

400MHz�
320MHz�
Silicon Integrated Systems社製 SiS651 / SiS962L�
�

333MHz�
333MHz�
nVIDIA社製 nForceTM 2  IGP /  nForceTM 2 MCP�
�

400MHz�
320MHz�
Silicon Integrated Systems社製 SiS651 / SiS962L�
�
�

266MHz�
333MHz�
nVIDIA社製 nForceTM 2 IGP / nForceTM 2 MCP�
�

200MHz�
266MHz�
Silicon Integrated Systems社製 SiS740 / SiS962L

256MB＊６（DDR SDRAM/DIMM、PC2700対応）＊７� 256MB＊６（DDR SDRAM/DIMM、PC2100対応）＊８�

2スロット（DIMMスロット）［空きスロット1］�
1GB＊１１�
標準32MB（BIOS Setup Menuにて16MB／64MB選択可）＊６�
nVIDIA社製 nForceTM 2 IGPに内蔵�

1GB＊１２�

標準32MB（BIOS Setup Menuにて64MB選択可）＊６�
�

�
�
�
最大1,677万色＊１４�

最大1,677万色＊１５�

最大65,536色＊１５�

�

�

�
�

�

�
�

最大65,536色＊１５�

�

�

�
�
�
�
最大1,677万色＊１５�
最大1,677万色＊１５�

�

�

�
�

�
�
�
最大65,536色＊１５�

�

�

最大1,677万色�
最大1,677万色�

最大1,677万色�
－�
－�
－�
－�
�

�
�
�

最大1,677万色＊１５�

最大1,677万色＊１４�

最大1,677万色＊１５�

�

�

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））�添付の液晶ディスプレイに内蔵（ステレオ（1W＋1W））�
�

内蔵ステレオスピーカ/3.5W ＋ 3.5W
YAMAHA社製 YMF753搭載� YAMAHA社製 YMF753搭載�ADI社製 AD1981B搭載�

�
ADI社製 AD1981B搭載�
� データ通信：最大56Kbps＊１８（V.90対応）／�

ＦＡＸ通信：最大14.4Kbps（V.17）�
�

－【別売、専用オプション（型番：PK-RC001）＊２３】�
�

－�
�

－【別売、専用オプション（型番：PC-VP-WU14）＊２４】�
�
�

－�
�3.5型フロッピーディスクドライブ内蔵（720KB/1.2MB/1.44MB）＊２５�

100BASE-TX/10BASE-T対応�

約160GB＊２８（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）� 約120GB＊３０（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）� 約40GB＊３１（Ultra ATA-100）�

�

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

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

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

DVD-RAM読出し：最大3倍速＊３２、DVD-RAM書換え：最大3倍速＊３２＊３３、�
DVD-R書込み：最大4倍速＊３４、DVD-RW書換え：最大1倍速＊３５、�
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12倍速、CD-RW書換え：最大８倍速＊３６　�

DVD-R書込み：最大4倍速＊３４、DVD-RW書換え：最大2倍速＊３５、�
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＊３６�

DVD読出し：最大8倍速、CD読出し：最大24倍速、�
CD-R書込み：最大24倍速、�
CD-RW書換え：最大10倍速＊３６�

－�
�

－�
�

－�
�

－�
�

－�
�

－�
�
－�
�－�
�
－�
�

－�
�

－�
�

－�
�

－�
�

－�
�

地上アナログ放送対応（P.３１参照）�

デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊３８＊３９� デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊３８＊３９�

デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊３８（MMC対応＊４０）� デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊３８（MMC対応＊４０）�
Type II×2（Type III×1スロットとしても�
使用可）、CardBus対応＊４1�

�

Type II×2（Type III×1スロットとしても�
使用可）、CardBus対応＊４１�

Type II×2（Type III×1スロットとしても�
使用可）、CardBus対応＊４１�

Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、�
PC Card Standard準拠、CardBus対応�

Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、�
PC Card Standard準拠、CardBus対応�

Type II×1、PC Card Standard準拠、�
CardBus対応�

コネクタ4ピン×6（本体×3＊４2、液晶ディスプレイ×3）［USB 2.0］�コネクタ4ピン×7（本体×3＊４２＊４３、液晶ディスプレイ×4）［USB 2.0］� コネクタ4ピン×7（本体×3＊４２、液晶ディスプレイ×4）［USB 2.0］�コネクタ4ピン×4＊４４（USB 2.0）�
2スロット（ハーフ×2）［空きスロット2］�

DVI-I（29ピン）＊４５�

ミニDIN6ピン×1
RJ11モジュラコネクタ×1

ステレオミニジャック×1

角形×1

ヘッドフォン出力と共用�

モノラルミニジャック×1 ステレオミニジャック×1 モノラルミニジャック×1 ステレオミニジャック×1
ステレオミニジャック×1

約99W／167W�
Q区分 0.00086�
�
�

約66W／150W�
Q区分 0.00074�
�

約74W／167W�
Q区分 0.00086�
�

約66W／150W�
Q区分 0.00074�
�
�

約63W／158W�
Q区分 0.00082�
�
�

約115W／135W�
Q区分 0.0075�
�
�

97（W）×355（D）×325（H）mm＊６３�
186（W）×355（D）×325（H）mm�
�
�
約8.5kg�
�

�
�
�
�
約8.7kg�
�

�
�
�
�
約8.5kg�
�

�
�
�
�
約8.7kg�
�

�
�
�
－�
約8.5kg�
約900g／約90g／－�
�

440（W）×457～555（D）×356～372（H）mm＊６９�
－�
�
�
約8.9kg�
－／約65g／－�

マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池�
（単三アルカリ：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、リモコン、リモコン用受信ユニット＊６５、乾電池（単三アルカリ：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（TV用）、�
リモコン用電池（コイン形リチウム電池：1個）�

F17W81（R）�
17型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶［TVチューナ内蔵］）�

F17R21�
17型（高解像度デジタルTFT液晶）�

F17R1A（R）�
�

F15T71�
15型（デジタルTFT液晶）�

F15T7A（R）�
15型（デジタルTFT液晶［スーパーシャインビュー液晶］）�

内蔵ディスプレイ�
15型 （高輝度エクセレントシャインビュー液晶）�

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�

地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送�

デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ�
�SmartVision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�

約36時間�
約70時間20分�
約133時間50分�
�－�
－�
－�
－�

Sビデオ端子×1（背面×1）、�
コンポジットビデオ端子×1（背面×1）�

本体一体型（キーピッチ19mm＊２０、キーストローク3.0mm）、�
JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き�
光センサーUSBミニマウス（スクロール機能付き）＊２２�
�
�
�

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

�

約25時間20分�
約49時間20分�
約94時間�

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。　＊３３：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の書き換えはサ
ポートしていません。　＊３４：DVD-Rは、DVD-R forGeneral 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。�
＊３５：DVD-RWは、DVD-RWVer.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。　＊３６：Ultra Speed CD-RWメディアはご使
用になれません。　＊３７：ハイビジョン映像をパソコン上で処理しやすい解像度に変換して表示します。　＊３８：メモリースティックスロッ
トと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：メモリース
ティックの「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティックDuo」の高速データ転送には対応して
いません。「メモリースティックDuo」をご使用の場合は、必ずメモリースティックDuoアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「メ
モリースティックDuo」の取り扱い説明書をご参照ください。　＊４０：「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダ
プタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取り扱い説明書をご参照ください。「マルチメディアカード（MMC）」もご
利用できます。私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：メモリーカードおよび
CardBus PCカードのみご利用になれます。　＊４２：1ポートは液晶ディスプレイに接続します。  ＊４３：1ポートはリモコン用受信ユニッ
トで占有します。　＊４４：1ポートは光センサーUSBミニマウスを接続します。　＊４５：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。　＊４６：I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。　＊４７：アナログRGBイ

ンターフェイスのディスプレイを接続する場合は、I/Oプレート部にあるアナログRGBコネクタに接続してください。アナログRGBコネク
タとDVIコネクタのそれぞれにディスプレイを接続してマルチモニタ表示することはできません。　＊４８：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。　＊４９：SmartVisionにおける音声は出力できません。　＊50：SmartVision、SmartVision BS
およびSmartVision DGにおける音声は出力できません。　＊５１：SmartVisionおよびInterVideo® WinDVDTM4 for NECのTV出力
時の音声を出力します。TV音声出力端子としても利用できます。　＊５２：SmartVision BSの映像音声（AAC 5.1chもしくはPCM 2ch）
を出力します。BS・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。　＊５３：SmartVision DGの映像音声（AAC 5.1ch
もしくはPCM 2ch）地上デジタル放送用音声出力端子としても利用できます。　＊５４：ライン出力と共用。　＊５５：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。　＊５６：ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。　＊５７：Sビ

デオ入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入力端子として利用できま
す。　＊５８：市販のDVDプレーヤなど外部入力機器から映像を入力することはできません。　＊５９：SmartVisionおよびInterVideo®

WinDVDTM 4 for NECのTV出力時の映像が出力できます。　＊６０：SmartVision BSにおける映像のみ出力できます。なお、ビデオデッ
キ経由でのTV出力はできません（同方式でTVに出力しているビデオ一体型TVを含む）。　＊６１：SmartVision DGにおける映像のみ出力でき
ます。なお、ビデオデッキ経由でのTV出力はできません（同方式でTVに出力しているビデオ一体型TVを含む）。　＊６２：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。　＊６３：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。　＊６４：乾電池の質量は含まれておりません。　＊６５：USBポートに接続します。　＊６６：光デ
ジタルオーディオ出力端子と共用。　＊６７：DVDスーパーマルチドライブとは、旧名称DVDマルチプラスドライブのことです。　＊６８：ラジエータ
部を含んだ外形寸法は194（W）×450（D）×390（H）mmです。　＊６９：本体の傾斜角度により奥行き、高さが変わります。�

■地上デジタル、BSデジタル・110度CSデジタル放送機能�

BSデジタル放送＊３７、110度CSデジタル放送＊３７�
BSデジタル放送、110度CSデジタル放送�
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 BS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�
SmartVision BSで独自形式（デジタルハイビジョ
ンTV放送（24Mbps）、デジタル標準TV放送
（12Mbps）、ラジオ、データ放送（2.2Mbps））の録
画可能�
約18時間20分�
約37時間�
約202時間10分�

TVチューナ�
データ放送受信�
映像合成表示機能�
�
�
�
TV録画機能�
�
�
�
 　      デジタルハイビジョンTV放送�
 　      デジタル標準TV放送�
 　      ラジオ、データ放送�

地上デジタル放送＊３７�
地上デジタル放送�
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 DG
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�
独自形式（デジタルハイビジョンTV放送（14Mbps）、
デジタル標準TV放送（3～7Mbps）の録画可能�
約31時間�
約58時間10分�
�
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シーンに合わせて選べる豊富なNECのラインアップ�

型　名�

本体価格はすべてオープン価格です。�

NEW LINE UP

VALUESTAR TX

メモリ�

ハードディスク�

CPU

OS

サイズ�

スピーカ�

TVチューナ�

ゴーストリデューサ機能�
3次元Y/C分離機能�
タイムベースコレクタ機能�
デジタルノイズリダクション機能�
�

●�
●�
●�
●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

▲�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

－�

●�
●�
●�
●�

●�
●�
－�
－�
�

－�
－�
●�
●�

CD/DVDドライブ�

対応記録メディア�

再生�

作成�

グラフィックアクセラレータ�
［ビデオRAM容量］�

512MB
（256MB ×2、PC3200、デュアルチャネル対応）�

�

512MB
（PC2700対応）�

約250GB�
（高速7,2００回転／分）�

約160GB�
（高速7,2００回転／分）�

約250GB�
（高速7,2００回転／分）�

HT テクノロジ インテル®�
Pentium® 4 プロセッサ�

2.80CGHz

HT テクノロジ インテル®�
Pentium® 4 プロセッサ�

2.60CGHz

512MB
（256MB ×2、PC3200、デュアルチャネル対応）�

�

HT テクノロジ インテル®�
Pentium® 4 プロセッサ�

2.80CGHz

HT テクノロジ インテル®�
Pentium® 4 プロセッサ�

3.20GHz

23型ワイド�
（高輝度デジタルTFT液晶）�

23型ワイド�
（高輝度デジタルTFT液晶）�

17型ワイド�
（高輝度デジタルTFT液晶）�

17型�
（高解像度デジタルTFT液晶）�

17型�
（高解像度デジタルTFT液晶）�

地上アナログ�
TVチューナ内蔵＊ 4�

地上アナログ�
TVチューナ内蔵＊ 4�

SoundVu +サブウーファ� SoundVu +�
サブウーファ�

SoundVu +�
サブウーファ� ステレオ�

－�－�

－�

DVDスーパーマルチドライブ＊3��
DVD+R書込み最大8倍速対応�

DVDスーパーマルチドライブ＊3��
DVD+R書込み最大8倍速対応�

DVDスーパーマルチ�
ドライブ＊3��

DVD-R書込み最大4倍速対応�

VALUESTAR UVALUESTAR T
ニュースタイル�

VT900/8DNEWNEW VT700/8DNEWNEW VT500/8DNEWNEW NEW NEW NEW NEW NEWVX500/8ANEWNEWVX980/8FNEWNEW VU700/7G

Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft®

 Windows® XP
Media Center Edition 

安
心
・
快
適
な
機
能
�

主
な
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様
�

C
D
／
D
V
D

ネ
ッ
ト
�

ワ
ー
ク
�

液
晶
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
�

地
上
ア
ナ
ロ
グ
T
V

ワープロ、表計算がすぐ使える�
「Microsoft® Office  Personal Edition 2003」�

TV視聴録画方式�

高画質機能�

ハードウェアMPEG2�
リアルタイムエンコーダ�

ハードウェアMPEG2�
リアルタイムエンコーダ/デコーダ�

ハードウェアMPEG2�
リアルタイムエンコーダ�

1000/100/10BASE対応�1000/100/10BASE対応� 1000/100/�
10BASE対応�

約160GB�
（高速7,2００回転／分）�

約250GB�
（高速7,2００回転／分）�

Microsoft®

 Windows® XP
Home Edition 

Microsoft®

 Windows® XP
Professional

17型�
（高解像度デジタルTFT液晶）�

－�

録画時間� 最大約224時間�
（長時間録画モード）�

最大約134時間�
（長時間録画モード）�

最大約224時間�
（長時間録画モード）�

最大約133時間�
（長時間録画モード）�

最大約175時間�
（長時間モード）�

フロッピーディスクドライブ� 別売（PC-VP-WU14）� 別売（PC-VP-WU14）�別売（PC-VP-WU14）�

水冷�
Water-Cooled

水冷�
Water-Cooled

「ブロードバンド対応」�
大容量データも高速ダウンロード�

デュアルメモリースロット搭載� デュアルメモリースロット搭載�メモリーカードスロット� デュアルメモリースロット搭載�

「DVDビデオ鑑賞」�
上質なサウンドでDVDビデオを視聴�

カスタマイズモデルで、�
さらに充実のラインアップ�

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／ハードディスク容量、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。�

マーク説明�

水冷�
Water-Cooled

静音に優れた�
「水冷システム」�

ドルビーバーチャル�
サラウンド対応�

VALUESTARG �
タイプTXの�
カスタマイズ例�

パソコン本体に�
TVチューナを内蔵�ＴＶ�

＊１：AMD社が定めた、QuantiSpeedTM
　 アーキテクチャを採用したAMD AthlonTM

　  XP プロセッサ ２６００+は、動作周波数１９２０MHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく２６００MHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。　       ＊２：AMD社が定めた、QuantiSpeedTM    
れ以上の性能を有します。　＊３：DVDスーパーマルチドライブとは、旧名称DVDマルチプラスドライブのことです。　＊４：パソコン本体と液晶ディスプレイの両方にTVチューナを内蔵。　＊5：パソコンを起動せずにTV視聴ができます。ただし、録画はできません。�

FINAL FANTASY XI�
動作認定パソコン�

例えば�

「音楽CD鑑賞」�
音楽CDを聞きながらパソコンワークを�

「DVDダビング」�
VHSテープなどのアナログ映像を�
�

▲�

●�

●�

●�

－�

－�

－�

�

（ぱそガイドのみ）�（ぱそガイドのみ）�

「ホームネットワークアシスタント」�
家中のパソコンをネットワークで構築�

「ぱそガイド・パソコンのいろは II」�
安心して使っていただくために�

「セキュリティ対策ソフト」�（　　　  ）�
インターネットを快適に使うために�

ウイルス対策�
不正アクセス防止�

「ソフトナビゲーター」対応�
使いたいソフトがカンタンに見つかる�

「ソフトチョイスサービス」�
はがき作成やメールソフトなどソフトが選べる�

「データトラベリング」�
新しいパソコンへのデータ移行もスムーズ�

「MediaGarage」�
AVコンテンツを快適操作で気軽に楽しむ�

詳しくは�
P.25へ�

詳しくは�
P.25へ�

詳しくは�
P.25へ�

詳しくは�
P.21へ�

詳しくは�
P.26へ�

詳しくは�
P.20へ�

詳しくは�
P.27へ�

ATI社製�
RADEONTM 9600SE�

［６４MB］�

ATI社製�
RADEONTM 9600SE�

［６４MB］�

ATI社製�
RADEONTM 9600SE�

［６４MB］�

チップセットに内蔵�
［最大64MB（メインメモリ共用）］�

デジタル�
TV

地　上�
BS･110度CS

地上デジタル放送、BSデジタル・�
110度CSデジタル放送対応�

NEWNEWNEW

ＴＶ�Ｗチューナ�ＴＶ�Ｗチューナ� ＴＶ�Ｗチューナ�ＴＶ� ＴＶ�ＴＶ�

DVD-RAMDVD-RAM

DVD+RWDVD+RW DVD+RDVD+R

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-R DVD-RAM

DVD+RW DVD+R

CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-R DVD-RAM

CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-R DVD-RAM

CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-RDVD-RAM

CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-R

CD-RW CD-R CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-RDVD-RAMDVD-RAM

DVD+RWDVD+RW DVD+RDVD+R

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-RDVD-RAMDVD-RAM

DVD+RWDVD+RW DVD+RDVD+R

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-R DVD-RAM

DVD+RW DVD+R

CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-R

CD-RW CD-R

デジタル�
TV

地　上�
BS･110度CS

DVD搭載HDDレコーダ�

ニュースタイル�
ホームAVサーバ�
AX300カタログ�

VALUESTARとつなげば
楽しみがさらに広がる�
DVD/HDDレコーダ�

パソコン本体と�
液晶ディスプレイの�
両方にTVチューナを内蔵�

ＴＶ�Ｗチューナ�



NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP Media Center Edition
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●�

●�
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●�

－�－�

－�
－�
●�
●�

●�
●�
●�
●�

－�
－�
－�
－�

256MB
（PC2700対応）�

約160GB�
（高速7,2００回転／分）�

約120GB�
（高速7,2００回転／分）�

AMD�
AthlonTM  

       XP プロセッサ＊ 1�

2600+
AMD�

AthlonTM   
      XP プロセッサ＊ 1�

2600+
AMD�

AthlonTM   
      XP プロセッサ＊ 2�

2400+
インテル®�

Celeron® プロセッサ�

2.60GHz

インテル®�
Celeron® プロセッサ�

2.60GHz

17型ワイド�
（高輝度デジタルTFT液晶）�

17型�
（高解像度デジタルTFT液晶）�

15型�
（デジタルTFT液晶）�

地上アナログ�
TVチューナ内蔵＊ 4�

地上アナログ�
TVチューナ内蔵�

SoundVu +サブウーファ� SoundVu +�
サブウーファ�ステレオ� ステレオ� ステレオ�

－�

－�

VALUESTAR H
パーソナル�

NEW NEW NEW VL70E/8DNEWNEW VL570/8DNEWNEW VL47E/8DNEWNEW VL350/8DNEWNEW VL20E/8DNEWNEWNEWNEW VH300/7A

Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft®

 Windows® XP
Home Edition 

DVDスーパーマルチドライブ＊3��
DVD-R書込み最大4倍速対応�

DVDマルチドライブ�
DVD-R書込み最大4倍速対応�

DVD-R/RWドライブ�
DVD-R書込み最大4倍速対応�

マルチプレードライブ�
CD-R書込み最大24倍速対応�

ハードウェアMPEG2�
リアルタイムエンコーダ�

256MB
（PC2100対応）�

約40GB

モバイルAMD�
AthlonTM  

       4 プロセッサ�

1.1GHz

15型�
高輝度エクセレントシャインビュー液晶�

15型�
スーパーシャインビュー液晶�

（デジタルTFT液晶）�

100/10BASE対応� 100/10BASE対応�

－�

－�

－�最大約133時間�
（長時間録画モード）�

最大約94時間�
（長時間録画モード）�

－�

別売（PC-VP-WU14）�FDD内蔵�

デュアルメモリースロット搭載� デュアルメモリースロット搭載� デュアルメモリースロット搭載�－� －� －�

詳しくはインターネットでhttp://121ware.com/store/

パワフル�

シンプル�

CPU メモリ�

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

インテル®�
Celeron® プロセッサ�2.60GHz

2048MBデュアルチャネル�
（1024MB×2）�

256MB

TV機能�

なし�

地上デジタル放送+地上アナログ放送�
+BSデジタル・110度CSデジタル放送�

ディスプレイ�

なし�

23型ワイド液晶�
（SoundVu／TVチューナ）�

◎他にもOSやハードディスク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！�

       アーキテクチャを採用したAMD AthlonTMXPプロセッサ ２４００+は、動作周波数２０００MHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく２４００MHzのCPUに相当もしくはそ�

VALUESTAR T�
ベースのTVなし�
モデル（タイプC）も�
カスタマイズモデルに�
ラインアップ！！� ファミリー�

FAMILY PC�
COLLECTIONカタログ�

ファミリー商品の詳細については、
専用カタログをご覧ください。�

●�

●�

�●�

チップセットに内蔵�
（GeForce4 MX 相当）�

［標準３２MB（メインメモリ共用）］�

チップセットに内蔵�
［標準３２MB（メインメモリ共用）］�

チップセットに内蔵�
［標準３２MB（メインメモリ共用）］�

チップセットに内蔵�
［標準３２MB（メインメモリ共用）］�

チップセットに内蔵�
（GeForce4 MX 相当）�

［標準３２MB（メインメモリ共用）］�

チップセットに内蔵�
（GeForce4 MX 相当）�

［標準３２MB（メインメモリ共用）］�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

－�
－�
●�
●�

－�
－�
●�
●�

－� －�

VS500/8DNEWNEWVF500/8DNEWNEWVF700/8DNEWNEW

ハードウェアMPEG2�
リアルタイムエンコーダ�

ハードウェアMPEG2�
リアルタイムエンコーダ�

512MB
（PC2700対応）�

約160GB�
（高速7,2００回転／分）�

約160GB�
（高速7,2００回転／分）�

約120GB�
（高速7,2００回転／分）�

インテル®�
Celeron® プロセッサ�

2.60GHz

17型ワイド�
（高輝度デジタルTFT液晶）�

15型�
（デジタルTFT液晶）�

SoundVu +サブウーファ�

DVDスーパーマルチ�
ドライブ＊3��

DVD-R書込み最大4倍速対応�

チップセットに内蔵�
［標準３２MB（メインメモリ共用）］�

Microsoft® 
Windows® XP
Home Edition 

Microsoft®

 Windows® XP
Home Edition 

256MB
（PC2700対応）�

インテル®�
Celeron® プロセッサ�

2.60GHz

17型ワイド�
（高輝度デジタルTFT液晶）�

SoundVu +�
サブウーファ�

100/10BASE対応�

DVDマルチ�
ドライブ�

DVD-R書込み最大4倍速対応�

チップセットに内蔵�
［標準３２MB（メインメモリ共用）］�

スロットインDVD�
マルチドライブ�
DVD-R書込み最大2倍速対応�

最大約132時間�
（長時間録画モード）�

最大約93時間�
（長時間録画モード）�

最大約133時間�
（長時間録画モード）�

100/10BASE対応�

FDD内蔵� 別売（PC-VP-WU14）�

SDメモリースロット搭載�－�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

VALUESTAR F VALUESTAR FS
ファミリー�

ＴＶ�Ｗチューナ� ＴＶ� ＴＶ� ＴＶ� ＴＶ� ＴＶ�ＴＶ� ＴＶ�

DVD-RAM

DVD+RW DVD+R

CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-R DVD-RAMDVD-RAM

DVD+RWDVD+RW DVD+RDVD+R

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-R DVD-RAMDVD-RAM

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-R DVD-RAMDVD-RAM

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-RDVD-RAMDVD-RAM

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-R

CD-RWCD-RW CD-RCD-R CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-RDVD-RAM

DVD+RW DVD+R

CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-RDVD-RAM

DVD+RW DVD+R

CD-RW CD-R

DVD-RW DVD-R DVD-RAMDVD-RAM

DVD+RWDVD+RW DVD+RDVD+R

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

DVD-RWDVD-RW DVD-RDVD-R

CD-RWCD-RW CD-RCD-R

＊5



Cat. No. APC166
0401400001PM

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がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

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。�

■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。 �
�
［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などのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。�
�
［CD/DVDの読み込み／書き込みについて］�
●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。 ●CPRM（Content Protection for 
Recordable Media）の著作権保護には対応しておりません。 ●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。 ●12cm CD、DVD以外は使用できません。ハート
型などの特殊形状をしたCDは故障の原因となりますので使用しないでください。 ●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。 ●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。 ●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。�
�
［TV視聴／録画について］�
●本製品はケーブルテレビ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。 ●TV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、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。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、ビットキャスト放送、ADAMSおよび文字放送などのデー
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。 ●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。�
�
［周辺機器接続について］�
●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。 ●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/valuestar/ （各シリーズペー
ジ→「接続情報」）をご覧ください。 ●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://121ware.com/valuestar/ （各シリーズページ→「接続情報」）をご
覧ください。 ●IEEE139４インターフェイスを装備した製品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/valuestar/ （各シリーズページ→「接続情報」）をご覧く
ださい。 ●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。�

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�

■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。�

■もしもの時の再セットアップをスマートに��
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、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。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」  
http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。�

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�

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

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�

1台でプリンタ、コピー、スキャナを簡単操作で楽しめる便利な多機能複
合機。使いやすくスペースをとらないボディに、最高4,800×1,200dpiの
高画質印刷。モノクロコピー／カラーコピーボタンによるワンタッチコピー。
600×2,400dpi/36bitの高精細なスキャニングが可能です。�

オープン価格�

PICTY 500
PR-M500

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2,400×1,200dpi。印刷速度は、最高モ
ノクロ14枚/分、カラー10枚/分。印刷設定も簡単に行えるドライバを採
用しています。�

PICTY 880S
オープン価格�PR-C880S

標準価格4,179円（税抜3,980円）�

MediaGarageをリモコンで操作できます。�
（2004年1月以降のVALUESTARのリモコン非添付モデル）�
※VL20E/8Dを除く、2004年1月以降のVALUESTARにはリモコンは標準添付です。�
※VALUESTAR FSには、リモコンが添付されていますが、MediaGarageの操作はできません。�
�

MediaGarage操作用リモコン�
PK-RC001

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�

オープン価格�
PC-VP-WS11

IEEE802.11a/11b/11gの3つのワイヤレスLAN規格に対応したブロードバ
ンドルータ。ETHERNETタイプ子機とのセットモデル。�

AtermWR7600H�
ワイヤレスセット（ＴE）�
PA-WR7600Ｈ/TE

■電波に関するご注意�
�
［ワイヤレスLAN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恐れがあります。 ●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）IEEE802.11g／IEEE802.11b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/802.11g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、または�
NEC保守サ－ビス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。�
�
［ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a対応商品］�
●ワイヤレスLAN（5GHz）の使用は電波法令により屋内に限定されます。�

2.4 DS.OF 4
トリプルワイヤレスLANモデル�

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。AMD、AMD Arrow
ロゴ、AMD Athlon、PowerNow!ならびにその組み合わせ、QuantiSpeedは、Advanced Micro Devices, Inc.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。BIGLOBE、SmartHobby、
SmartVision、MediaGarage、121ポップリンク、PCGATE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。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。“Yahoo!”は米国ヤフーの登録商標です。ヤフー株式会社は、これに関する権利を保有しています。Macromedia FlashTM are 
trademarks of Macromedia, Inc. 携帯マスター、ケータイ・マスター、ホームページ制作王は、株式会社ジャングルの商標または登録商標です。UleadおよびUlead Systemsロゴ、Ulead 
VideoStudio、Ulead DVD MovieWriter、Ulead iPhotoExpressは、Ulead Systems, Inc.またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。「Image Intelligence」または
「イメージ・インテリジェンス」、「Print@FUJICOLOR」は、富士写真フイルム株式会社の商標または登録商標です。富士フイルムFDiサービスは、富士写真フイルム株式会社によるインター
ネット経由でのプリント注文サービスです。DiXiM、DigiOnは、株式会社デジオンの登録商標です。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、株式会社テレビ朝日データビジョンによるデータ多重放送サービスです。bitcastおよびビットキャストの名称、ロゴは、株式会
社インフォシティの登録商標です。InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDは、InterVideo, Inc.の商標または登録商標です。RecordNow、MyDVD、PrimeTimeは、Sonic Solutions社の商
標または登録商標です。BeatJam、CyberSupport、Shurikenは、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。AI将棋、AI囲碁、AI麻雀、筆王は株式会社アイフォーの登録商標で
す。Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、AcrobatロゴおよびAdobe Photoshop Albumは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または
登録商標です。NETGAMECENTERは、（株）テラコーポレーションの商標です。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。PostPetは、ソニーコミュニケ－ションネットワーク株式会社の登録商標です。Eudoraは、Qualcomm株式会社の登録商標です。「eDATAExpress便」は、株式会社メディア・ナビ
ゲーションの登録商標です。「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。MUSICMATCHは、米国MUSICMATCH社の登録商標です。「AudioMagic」は、
TDK株式会社の登録商標です。McAfee、VirusScan、マカフィーは、米国法人Network Associates, Inc.またはその関係会
社の登録商標です。Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirus、Live UpdateはSymantec Corporationの登録商標で
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。VirusBlock、ウイルスブロック、
Ahnlabは、株式会社アンラボの商標です。駅すぱあとは、株式会社ヴァル研究所の登録商標です。乗換案内は、ジョルダン
の商標です。IBM、ホームページ･ビルダー、HotMediaは、IBM Corporationの商標です。MapFan.netは、インクリメントP株
式会社の登録商標です。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。SDロゴは、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。“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。�

■主なオプション�◎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。  ※記載の価格は弊社の標準価格です。�


