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

新しいVALUESTARには、地デジ
＊1
をより快適に楽しむための独自機能が盛りだくさん。 

まるで家電製品のような使い心地と、パソコンならではの使い勝手を両立しました。 

地デジ
＊1
を観るなら、やっぱりVALUESTARです。 

これがVALUESTARのこだわりです。 

使いやすい！をつぎつぎと。 

＊1：VALUESTAR Wシリーズ、VL970/GG、VX780/GDに搭載。

＊1：VALUESTAR Wシリーズ、VL970/GG、VX780/GDに搭載。

詳しくはP.16をご覧ください。 

デスクトップ画面に表示されている「おすすめメニューバー」からインター
ネットコンテンツへアクセスしたり、目的のソフトウェアを簡単に呼び
出せます。

やりたいことへ、 
デスクトップ画面から簡単アクセス！ 
「おすすめメニューバー」 

詳しくはP.07をご覧ください。 

シンプルなリモコン操作で、音楽・写真・映像を楽しむことができる、
AVコンテンツを使いやすくしたOSです。

初心者でもデスクトップ 
から簡単アクセス 

音楽・写真・映像がリモコンで手軽に楽しめる 
「Windows® XP Media Center Edition 2005

＊1

」

＊1：VW990/GG、VW900/GH、VW790/GG、VW770/GG、VW700/GG、
　 VW500/GG、VS700/GG、VS500/GG、VL970/GG、VL770/GG、VL570/GGに搭載。

詳しくはP.14をご覧ください。 

詳しくはP.14をご覧ください。 

＊1：受信条件により、時間が異なる場合があります。   ＊2：VALUESTAR Wシリーズ、VL970/GG、VX780/GDに搭載。　
＊3：Windowsが起動するまでは録画などの機能は使用できません。

約2秒
＊1

!
で画面表示 

地デジ観ながらネットも快適！ 

リモコンの電源ボタンを押せば、約2秒＊1でTV画面が素早く起動。地上デジタル放送がすぐに楽しめる
うえ、録画＊3も手軽に行えます。

地デジを観ながら、インターネットもひとつの画面で同時に楽しめます。TVとネットの同時利用操作でも動作
の遅れがなく、地デジもインターネットも快適利用が可能です。

ぱっと観テレビ＊2

電源ONから約2秒
＊1

で  
地デジが観られる！ 

VALUESTARは 
地デジがすぐ観られる、使い
 

＊1

ながら
ネット
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●エコロジー 

●安心サポート 

●ソフトウェア 

●仕様一覧 

●ラインアップ 

地デジをもっと楽しくする機能が満載！ 

やりたいことへ簡単アクセス おすすめメニューバー 

タッチするだけで便利がひろがるFeliCa対応 

簡単、便利にビデオ・写真・音楽を楽しめる 

一歩進んだ使いやすさを実現する快適機能 
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＊2：VS300/GDを除く。

地上デジタルTV対応・充実の 
ラインアップの一体型AVPC

32型ワイド 20型ワイド 17型 

使いやすさを追求した 
一体型PC

17型 20型ワイド 

高性能セパレートタイプPC

20型ワイド 17型 

ブルーレイディスクドライブ搭載・ 
先進の水冷PC

20型ワイド 

＊1：VW990/GG、VW790/GGに搭載。

地上デジタルTV

ぱっと観テレビ

スライドインキーボード 

ブルーレイディスクドライブ＊1

静音PC ブルーレイディスクドライブ 

地上デジタルTV 地上アナログTV

スライドインキーボード 

地上アナログTV＊2 スイング

スライドインキーボード 

＊3：VL970/GGに搭載。
＊4：VL370/GD、VL300/GDを除く。

スタンダードタイプ

スリムタイプ

地上デジタルTV＊3 地上アナログTV＊4

ぱっと観テレビ＊3

FeliCa対応＊4

スライドインキーボード＊3

地上アナログTVやすい！ 

玉木宏・山本太郎・上野樹里出演。 
「joy-pc」限定のネットムービーや 
ゲームなどが楽しめる！ 

「日経パソコン」 

3回連続 サポートランキング総合No.1※

NECパソコンスペシャル joy-pcサポートも充実 

※「日経パソコン」2004年版、2005年版および2006年版 
   パソコンメーカー・サポートランキング総合1位獲得
    日経パソコン 2006年8月28日発行号　
    「2006年版パソコンメーカー・サポートランキング」より

視聴でTVと同時に 
もスイスイ楽しめる！ 



04

VW990/GG

VW790/GG

VW500/GG

CPU 
メモリ 
ハードディスク 
BD/DVD/CDドライブ 
統合ソフト 
TVチューナ 
IPS液晶パネル 
デュアルハードディスク 
ViivTM 対応 

 
● 
● 
● 

インテル® Pentium® D プロセッサー 945（3.40GHz） 
1GB（512MB×2、デュアルチャネル対応） 
約800GB（約400GB×2）（RAID0） 
ブルーレイディスクドライブ 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VW990/GG
ブルーレイディスクドライブ搭載、ViivTM　対応モデル 大画面、デジタル放送対応モデル ブルーレイディスクドライブ搭載モデル 鮮やかで明るいディスプレイ、ViivTM　対応モデル 

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

32型ワイド/高輝度デジタルTFT液晶 

－ 
 
● 
－ 
－ 

HT テクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサー 524（3.06GHz） 
1GB（512MB×2、デュアルチャネル対応） 
約400GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 

VW900/GH

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

32型ワイド/高輝度デジタルTFT液晶 

 
● 
－ 
－ 

HT テクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサー 524（3.06GHz） 
1GB（512MB×2、デュアルチャネル対応） 
約300GB 
ブルーレイディスクドライブ 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VW790/GG

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

20型ワイド/スーパーシャインビューEX2液晶 

 
● 
－ 
● 

インテル® Pentium® D プロセッサー 820（2.80GHz） 
1GB（512MB×2、デュアルチャネル対応） 
約300GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VW770/GG

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

20型ワイド/スーパーシャインビューEX2液晶 

地デジTVとしての使いやすさを徹底追求。 
選べる3サイズのディスプレイを揃えた一体型AVモデル。 

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

バリュースターW

アナログ 

17型 

20型 
ワイド 

32型 
ワイド 

地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ 地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ 地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ 地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ 
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＊1：VW500/GGを除く。　※P.32の「TV視聴／録画について」をあわせてご覧ください。　
※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。
※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。 

Wシリーズのディスプレイは、地上

デジタル放送に最適なハイビジョン

対応。高輝度で色彩表現範囲約

72%の鮮明画質に加え、IPS液晶

パネル＊2の採用により斜めから

見ても美しい、広い視野角を実現し、

液晶TVとしての見やすさにもこだ

わりました。さらに、液晶の応答速度

も約8ms＊3と速いため、動きの激しい

シーンもなめらかに表示できます。

先進の「ブルーレイディスクドライブ＊1」を搭載し、地上デジタル

放送の大容量録画データを高精細なハイビジョン画質の

まま、ブルーレイディスクにムーブできます。�

ディスプレイの解像度にあわせたプログレッシブ変換を可能にする「高画質スケーラ」を搭載し、地上デジタル放送のハイビジョン画質を美しく

再現します。さらに、BSデジタル・110度CSデジタル放送＊1も高精細な映像で視聴できます。また、ディスプレイは32型ワイド、20型ワイド、17型

の3モデルをラインアップ。リビングや個室など、利用シーンに応じて最適なサイズが選べます。

地デジをさらに美しく表示する、高画質スケーラを搭載。�

●32型ワイドディスプレイは、映り込みを抑えるノングレアタイプの液晶パネルを採用。
●20型ワイドディスプレイは、色鮮やかで格段の明るさの「スーパーシャインビューEX2液晶」を採用。
●17型ディスプレイは、色鮮やかな「スーパーシャインビューEX液晶」を採用。

TVとしての使いやすさにこだわった「ぱっと観テレビ」機能を搭載しました。リモコンの

電源ボタンを押すだけで、専用LSIによりスピーディにTV画面が起動。地上デジタル

放送がすぐに楽しめ、さらに録画も手軽に行えます＊2。また、リモコンの電源

ボタンはTV画面の起動の

ほかに、パソコンの起動に

も設定変更が可能です。

地デジのウィンドウで地上デジタル放送を視聴しな

がら、同時にインターネットも楽しむことができます。TV

とネットの同時利用

でもスムーズな、ながら

視聴スタイルを快適

に楽しむことができ

ます。

地デジを観ながら同時に�
 ネットも快適に楽しめる。�

＊1：受信条件により、時間が異なる場合が
　あります。
＊2：Windowsが起動するまでは録画などの
　機能は使用できません。
＊3：Windows、ソフトウェアを起動して視聴
　 するTV。

鮮やかで明るいディスプレイ、デジタル放送対応モデル� 地上デジタル放送対応モデル�

�
�
●�
－�
－�

HT テクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサー 524（3.06GHz）�
512MB�
約300GB�
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）�
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VW700/GG

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版�

20型ワイド/スーパーシャインビューEX2液晶�

�
－�
－�
－�

HT テクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサー 524（3.06GHz）�
512MB�
約300GB�
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）�
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VW500/GG

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版�

17型/スーパーシャインビューEX液晶�

。� 地デジが快適に楽しめる充実のAV環境。�

"In Plane Switching Logo" is a Trademark owned 
by LG.Philips LCD Co., Ltd and,Hitachi Displays, Ltd.

※画面は効果をわかりやすく
　するためのイメージです。

＊1：視野角（コントラスト比10:1を確保できる角度）上下左右178度。JEITA規格による。　＊2：VW500/GGを除く。
＊3：中間色の映像信号がある輝度レベルから別の輝度レベル（Gray to Gray）に変化する時間です。
※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。

地上デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組を録画し、ブルーレイディスク＊1やDVD-RAM＊2へ

ムーブできます。また、他社機器からDVD-RAM＊2へムーブされた「1回だけ録画可能」な番組の再生も

可能です＊3。

●地上デジタル放送のムーブに対応。�

＊1：VW990/GG、VW790/GGに搭載。BD-R、BD-RE Ver.1.0規格のディスク（カートリッジ付きディスク）の使用はできません。次世代著作権保護技
術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。　＊2：CPRM方式に対応していないDVD-RAMにはムーブできません。カートリッジタ
イプのDVD-RAMは利用できません。HD画質から、SD画質に変換します。　＊3：「InterVideo®   

      WinDVD
TM  5 for NEC」で実現します。一部の機器との互換

性がないことがあります。　※「SmartVision」で実現します。　※デジタル放送特有の機能は失われます。　※P.32の「BD/DVD/CDの読込み/書込みについ
て」もあわせてご覧ください。

高効率のスコーカーと音の広がりを追求したアルニコマグネット搭載ツイーターによる高音質2ウェイ

サテライトスピーカ＊1を採用。歯切れのよい低音域を生み出す直径80mmロングストロークユニット採用

の大容量サブウーファとの組み合わせで、合計30Wの高出力ステレオサウンドを再現します。

●地上デジタル放送の高音質サウンドを再現する2ウェイサテライトスピーカ＊1。�

●地上デジタル放送の録画に便利な、�
　大容量約800GBのRAID0対応デュアルハードディスク＊1を搭載。�
＊1：VW990/GGに搭載。

＊1：VW500/GGを除く。

25GB約�50GB約�

ハイハイビジョン画質ビジョン画質�
番組データ番組データ�

※グラフは機能を比較するための目安です。

●パソコンTVの機能比較（当社比）�

�

時間の経過

通常の�
パソコンTV

＊3 起動までに�
時間がかかる� TV視聴�

TV視聴� 録画などの�
パソコン全機能�

電
源
O
N

従来の�
インスタント機能� 起動は早いが機能は限定（Windowsは起動しません）�

 「ぱっと観テレビ」なら、�
TV視聴がスピーディ！�

「ぱっと観テレビ」なら、�
パソコン機能も使える！！�

＊1：VW990/GG、VW790/GGに搭載。
＊2：2層ブルーレイディスクの場合。
＊3：地上デジタル放送（約15Mbps）を録画した場合。
※市販ブルーレイディスクコンテンツ（BD-ROM）の再生には対応しておりません。
※P.32の「BD/DVD/CDの読込み/書込みについて」もあわせてご覧ください。

＊1

＊1約2秒＊1ですぐに地デジが観られる「ぱっと観テレビ」。�
�

地上デジタル放送の保存に最適な�
先進の「ブルーレイディスクドライブ＊1」搭載。�

大容量�

1枚のブルーレイディスクに�

詳しくはP.14をご覧ください。�
詳しくはP.14をご覧ください。�

詳しくはP.18をご覧ください。�

地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ� 地上デジタル／地上アナログ�

＊1

W
i
n
d
o
w
s
起
動
�

＊2

＊2＊3

＊2どこからでもキレイに見える＊1。IPS液晶パネル＊2を搭載。�

ハイビジョン画質�
番組データ�

約7時間�約7時間�

斜めから見てもキレイ！

TVもネットも楽しめる！�

＊2＊3
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使いやすさあふれるデザイン、快適な操作性を実現。 

キーボードは作動距離約3m＊1のワイヤレス環境を実現。離れた

場所からでも操作できるので、リビングなどでも快適に利用できます。

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

＊1：ご使用の環境条件や方法により異なります。

「ブルーレイディスクドライブ＊1」や、トリプルメモリースロット、TVゲーム

と接続できるモニタ入力端子＊2、USBコネクタなど、よく使うイン

ターフェイスを本体前面に集中して配置。使いやすくスマートな

操作性を実現するフロントアクセスを採用しています。
＊1：VW990/GG、VW790/GGに搭載。VW900/GH、VW770/GG、VW700/GG、VW500/GGでは「DVD
　スーパーマルチドライブ」となります。　
＊2：VW500/GGを除く。

ディスプレイ上部に、小物などの置き場所として使える、便利な

ガジェットスペースを用意しました。パソコンの設置スペースをより有効

活用できます。また、利用

スタイルにあわせて取り

外すことも可能です。

小物が置けて便利な「ガジェットスペース」。 

TV視聴・録画ソフト「SmartVision」がデジタル放送に対応。地上

デジタルや地上アナログをはじめ、BSデジタル＊1、110度CSデジ

タル＊1のTV放送もひとつのソフトウェアで視聴できます。デジ

タルとアナログの切り換えも画面のタブをクリックするだけ。ワン

タッチ操作で簡単に切り換えられます。

バリュースターW

ワイヤレスキーボードには、NECオリジナルのスライドイン機能を採用。

使わないときにはパソコン本体にすっきり格納できます。さらに、キー

ボードを引き出すと同時に電源

ON、格納すると自動的に電源

O F Fにしたり、キーボードの出し

入れに応じて各種ソフトウェアを

起動させるなど、ユーザの利用

スタイルにあわせて設定できます。

レイアウトフリーで使いやすい、 
ワイヤレスキーボード。 

スライドインでTV視聴時には 
本体にすっきり格納。 

インテルの提唱する新しいデジタル・エンターテイメント向け

プラットフォーム「インテル®  ViivTM  テクノロジー」に対応＊1して

います。

●「インテル® ViivTM テクノロジー」対応＊1。 

※ガジェットスペースには、こわれやすい
ものや重いもの（1kg以上のもの）を載せ
ないでください。

キーボード 
格納時 

● 何もしない
● 休止状態にする
● 電源を切る
●ソフトを起動する

キーボード 
引き出し時 

● 何もしない
● 電源ONにする または

休止状態から復帰する

●スライドインキーボードの設定（選択して設定可能） 

よく使うインターフェイスを 
前面にまとめて配置し、使いやすさを追求。 

詳しくはP.07をご覧ください。 

リモコン操作でマルチメディアを手軽に楽しめるＯＳ「Windows® XP 

Media Center Edition 2005」を搭載しています。

●「Windows® XP Media Center Edition 2005」搭載。 

画面の明るさの切り換えや、気になる電源ランプなどの消灯、録画中の映像と

音声の停止を手軽に設定できる、3つのボタンを本体前面に配置しています。

●各種設定に便利な3つのこだわりボタン。 

パソコンの電源がOFFの状態からでも、DVD/CDの再生やパソコンに取り

込んだ音楽・動画・写真の閲覧が、「インスタント機能」で素早く楽しめます。

●DVD/CDなどを素早く楽しめる「インスタント機能」。 

詳しくはP.20をご覧ください。 

●ゲームが大画面で楽しめるモニタ入力端子＊1。 

TVゲームなどを楽しむときに便利なモニタ入力端子＊1を本体前面と側面に

搭載。操作のタイムラグもなく、迫力の大画面でゲームを楽しむことができます。

＊1：VW500/GGを除く。 
※モニタ入力端子に接続した映像をパソコンで録画することはできません。パソコンで録画を行う際には、
　ビデオオーディオ入力端子に接続してください。

インターフェイス ▼写真はVW990/GGです。 

USBコネクタ×2

PCカードスロット×2

IEEE1394コネクタ

ガジェットスペース用スタンド

S映像入力端子

モニタ入力端子＊2

USBコネクタ
LANコネクタ
IEEE1394コネクタ

電話回線用
モジュラコネクタ

音声出力端子

音声入力端子

外部マイクロフォン
端子

映像入力端子

光デジタルオーディオ
（S/PDIF）出力端子

音声入力端子

サブウーファ＊2

光デジタルオーディオ

（S/PDIF）出力端子＊2

B-CASカードスロット

BS/CSアンテナ端子＊2

VHF/UHFアンテナ端子

Night Modeボタン
Dimmerボタン
Visualボタン
電源スイッチ

ブルーレイディスクドライブ＊3

トリプルメモリースロットモニタ入力端子＊2
USBコネクタ

ヘッドフォン端子

▼本体前面拡大写真 

（正面）

（右側面）（左側面）

360mm（D）＊1

960mm（W）＊1

624mm（H）＊1

＊1：VW790/GG、VW770/GG、VW700/GGは、702mm（W）×360mm（D）×527mm（H）、VW500/GGは、528mm（W）×360mm（D）×527mm（H）となります。　
＊2：VW500/GGには搭載しておりません。　＊3：VW900/GH、VW770/GG、VW700/GG、VW500/GGでは、DVD/CDドライブとなります。

＊1：VW500/GGを除く。

＊1：VW990/GG、VW770/GG。

各種TV放送がひとつのソフトで視聴可能。 
スマートビジョン

トレイが開いていても操作しやすいボタン配置
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Windows Vista Premium Ready PCは、Windows®
    AeroTM

ユーザーインターフェースなど、Windows Vista Home Premium

以上のエディションに搭載されるプレ

ミアム機能を活用するのに必要な

ハードウェア環境を満たすPCです。

Windows Vista Capable PCは、Windows Vistaを動作

させるための最低限のハードウェア環境を満たすPCです。 

Windows VistaTM Capable PCは、Windows Vistaの基本

的な情報管理・検索機能やセキュリティ機能を動作させる

のに十分な性能を有します。

Windows® AeroTMユーザーインターフェースなど、Windows 

Vista Home Premium以上のエディションに搭載される

プレミアム機能の利用にはハードウェアの増設が必要に

なる場合があります。

詳細については、http://www.windowsvista.jp/getready/

を参照してください。

さまざまなAVコンテンツをリモコン操作で楽しめる、 

Windows®

      　
     XP Media Center Edition 2005

「Windows®
   XP Media Center Edition 2005」は、メディアごとのソフトを意識することなく、

音楽、写真、映像をシンプルなリモコン操作で楽しめるOSです。

リモコンに
「Windows®

       XP Media Center Edition 2005」
起動ボタンを搭載。

映像配信サイト「BIGLOBEストリーム」をはじめ、「Windows®
       XP  Media Center 

Edition 2005」の専用コンテンツへリモコンで手軽にアクセスできます。映像や

音楽のダウンロード、ネットショッピングなどもリモコンで行えるので、快適で

便利なオンラインサービスの利用が可能です。
※ネットショッピングを行う際は、キーボードやマウス操作が必要になる場合があります。

●各種ジャンルのネット映像を、 
　リモコンで手軽に楽しめるメディアオンライン。 

「ショップチャンネル」 「ＧyaＯ」 「ダイワインターネットTV」 

●Microsoft ®
      　       　Xbox 360TM（別売）との連携で 

　さらに楽しみ方広がる。 

「Windows® 　XP Media Center Edition 2005」搭載のパソ

コンとXbox  360TM（別売）をつなげば、「Windows® 　XP Media 

Center Edi t ion  2005」のさまざまな機能を

リビングの大画面TVなどで楽しむことができます。

Windows VistaTM Premium Ready PC
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使い心地を追求した、こだわりの快適性能。 

見やすい位置に画面を動かせる「スイング機能」。 

●キーボード＆マウスはもちろん、 
　インターネットもワイヤレスで。 

キーボード＆マウスはコードを気にすることなく

快適に操作できる、約3m＊1のワイヤレス環境を

実現。本体も、現在主流のワイヤレスLAN規格

（IEEE802.11a/b/g）に対応しています。

アナログ 

CPU 
メモリ 
ハードディスク 
DVD/CDドライブ 
統合ソフト 
TVチューナ 
スイング機能 
スライドインキーボード 
3つのこだわりボタン 

インテル® Celeron® M プロセッサー 430（1.73GHz）
512MB 
約300GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VS700 /GG
20型ワイド液晶、アナログTVモデル 

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

20型ワイド/スーパーシャインビューEX2液晶 

インテル® Celeron® M プロセッサー 430（1.73GHz） 
512MB 
約300GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VS500 /GG
アナログTVモデル 

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

17型/スーパーシャインビューEX液晶 

インテル® Celeron® M プロセッサー 430（1.73GHz） 
512MB 
約250GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VS300 /GD
一体型エントリモデル 

Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版 

17型/スーパーシャインビューEX液晶 

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

バリュースターS

ノートアーキテクチャの採用により、最大消費電力を約155W＊1

までに抑える省エネ性能に加え、優れたグラフィックアクセラ

レータとして定評あるATI社製Radeon®
     

Xpress 1250を搭載。ノートパソコン

ならではの優れたテクノロジーを応用し、

快適なパソコン環境を実現しています。

ノートパソコン技術の応用により、快適性能を実現。 

＊1：VS700/GG。

VS700/GG

地上アナログ 地上アナログ － 

● 
● 
● 

● 
● 
● 

● 
● 
● 

機能美あふれる、しなやかなフォルム。 
使いやすさをカタチにした一体型PC。 

＊1：ご使用の環境条件や方法により異なります。

マウスキーボード LAN

画面が 
  左右に45° 

動く 

 上に15°、 
  下に5° 
動く 
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詳しくはP.07をご覧ください。 

●「Windows®  XP Media Center Edition 2005＊1」搭載。 ●迫力ある重低音を再生する「MaxxBass®」。 

ナチュラルで深みのある重低音を再生できる先進の

音響テクノロジ「MaxxBass®」を搭載。映画館のような

ダイナミックサウンドで、映画や音楽などが楽しめます。

リモコン操作でマルチメディアを手軽に楽しめるOS

「Windows®   XP Media Center Edition 2005＊1」を搭載しています。

大きな画面で美しい映像を満喫できる20型ワイド液晶ディスプレイ（VS700/GG）。 

TV視聴時には本体にすっきり格納。 
スライドインキーボード 

1,680×1,050ドットの高解像度により、20型ワイド液晶の大きな画面を広々

使えます。そのため、複数

ソフトを起動しての同時

作業がスムーズに行えるうえ、

DVDの鑑賞も迫力のワイド

画面で楽しむことができます。

ワイヤレスで使いやすいキーボードは、TVを観たり使わないときにはパソコン

本体にすっきり格納できるスライドインタイプを採用。キーボードを引き出すと

同時に電源ON、格納すると自動的に電源OFFにしたり、キーボードの出し

入れに応じて各種ソフトウェアを起動させるなどの各種設定が可能です。

使いやすくスマートな操作性を実現する、フロ

ントアクセスを採用。DVD/CDドライブや、トリ

プルメモリースロット、USBコネクタ、3つのこだ

わりボタンなど、よく使うインターフェイスを

本体前面に集中して配置しています。

インターフェイスを 
前面にまとめて配置し、 
使いやすさを追求。 

フロントアクセス 

電源ONの状態でもディスプレイとスピーカをOFF

にできるので、深夜の予約録画にとても便利です。

TVやDVDの鑑賞時に気になる、ハードディスク

や電源のランプなどを消灯させることができます。

ワンタッチで、ディスプレイの明るさをTVや

DVD鑑賞に最適な明るさへ切り換えられます。

3つのこだわりボタン 

キーボード 
格納時 

● 何もしない
● 休止状態にする
● 電源を切る
●ソフトを起動する

キーボード 
引き出し時 

● 何もしない
● 電源ONにする または
　 休止状態から復帰する

●スライドインキーボードの設定（選択して設定可能） 

インターフェイス 

293＊1mm（D） 

435＊1mm（H） 

（背面）（左側面）
（正面）
616＊1mm（W） 

USBコネクタ×4

光デジタルオーディオ
（S/PDIF）出力端子

電話回線用
モジュラコネクタ

LANコネクタ

VHF/UHF
アンテナ入力端子＊3

音声入力端子＊3

映像入力端子＊3

S映像入力端子＊3

▼本体前面拡大写真 

USBコネクタ×2
IEEE1394コネクタ
PCカードスロット
トリプルメモリースロット
ワイヤレスLANスイッチ

外部マイクロフォン端子

電源スイッチ

テレビボタン＊2

DVD/CDドライブ

ヘッドフォン端子

表示画質ボタン
LED消灯ボタン
画面消灯ボタン

表示画質ボタン 

LED消灯ボタン 

画面消灯ボタン 

＊1：VS300/GDを除く。　

＊1：VS300/GDを除く。　

赤・青・緑の色彩表現範囲が液晶TV並み＊1の約72%にまでアップ

し、ひときわ明るく、色鮮やかな「スーパーシャインビューEX2液晶」を採用。

さらに、液晶の応答速度も約8m s＊2と

高速なため、スポーツなどの動きの速い

シーンでもなめらかな映像を表示します。

＊1：2006年8月現在当社調べ。
＊2：映像信号が白から黒、および黒から白へ変化する合計の時間です。
※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。

ワイド画面を広々使える高解像度を実現。 

マックスベース

トレイが開いていても操作しやすいボタン配置

詳しくはP.15をご覧ください。 

●地上アナログTVを 

　高画質エンジン　　　　　 で美しく再現。 
ビジタル

1,2801,280×1,0241,024ドット 

1,6801,680×1,0501,050ドット 1,680×1,050ドット 

1,280×1,024ドット 

＊1：VS500/GG、VS300/GDは、515mm（W）×293mm（D）×435mm（H）となります。　＊2：VS300/GDでは、ネット映像ボタンとなります。  ＊3：VS300/GDを除く。

＊1液晶TV並み＊1の色鮮やかさ、「スーパーシャインビューEX2液晶」。 

▼写真はVS700/GGです。 

※画面はイメージです。
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スタンダードタイプ 

VL970/GG

バリュースターL

高性能を気軽に楽しむセパレートタイプ。 
地デジモデル

＊1

もラインアップしたハイグレードPC。 
 

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

アナログ 

CPU 
メモリ 
ハードディスク 
DVD/CDドライブ 
統合ソフト 
TVチューナ 
スピーカ 
スライドインキーボード 

HT テクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサー 524（3.06GHz） 
1GB（512MB×2、デュアルチャネル対応） 
約300GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL970 /GG
デジタル放送対応、20型ワイド液晶モデル 

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

20型ワイド/スーパーシャインビューEX2液晶 

インテル® Pentium® D プロセッサー 820（2.80GHz） 
1GB（512MB×2、デュアルチャネル対応） 
約300GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL770 /GG
20型ワイド液晶、Pentium® D搭載モデル 

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

20型ワイド/スーパーシャインビューEX2液晶 

HT テクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサー 524（3.06GHz）
1GB（512MB×2、デュアルチャネル対応） 
約300GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL570 /GG
HT テクノロジー Pentium® 4搭載モデル 

Windows® XP Media Center Edition 2005 正規版 

17型/スーパーシャインビューEX液晶 

＊1：VL970/GG

地上アナログ 

ディスプレイ内蔵 
－ 

地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ 

AUTHENSOUNDWIDE® III 
● 

地上アナログ 

AUTHENSOUNDWIDE® II 
－ 
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高い処理能力を発揮する優れた基本性能。 

地デジTVとしても満足の機能が盛りだくさん（VL970/GG）。 

対応サイトでのネットショッピングの支払いやチャージ（入金）

が快適にできる、「FeliCaポート（外付け）」を添付しました。

FeliCa対応カードや携帯電話をタッチするだけで手軽

に決済ができます。

スライドインキーボード 

AUTHENSOUNDWIDE®　　
　　III

クレジットカード番号入力不要で 
手軽にネットショッピング、 

「FeliCa（フェリカ）ポート（外付け）」を添付。 

詳しくはP.20をご覧ください。 

先進技術が導入された高速CPU「インテル®
    

Pentium®  プロセッサー」を採用。3Dゲーム

を楽しみながら音楽データのエンコードをする

など、高い処理能力が求められる並行作業

で、高いパフォーマンスを発揮します。

「インテル
 
           ®      　 　 Pentium

 
           ®      　  プロセッサー」搭載。 大容量約300GBのハードディスク搭載。 

スピーディなデータ処理を実現するデュアルチャ

ネル対応DDR2メモリ（PC2-4200対応）を

512MB×2標準搭載。高速データ転送により、

インテル®
    Pentium®  プロセッサーの高性能を

引き出すことが可能です。

デュアルチャネルに対応した高速な「DDR2メモリ」搭載。 

大容量約300GBのハードディスクを搭載。

お気に入りの音楽データやデジタルカメラ

で撮った思い出の写真データなど、さまざま

なAVコンテンツも存分に保存できます。

※P.32の「TV視聴／録画について」をあわせてご覧ください。 ※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。
※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。 

VL970/GGには、ディスプレイの解像度にあわせたプログレッシブ変換を可能にする「高画質スケーラ」を搭載。地上デジタル放送のハイ

ビジョン画質をさらに美しく再現します。さらに、BSデジタル・110度CSデジタル放送も高精細な映像で視聴できます。

地デジをさらに美しく表示する、高画質スケーラを搭載。 

TVとしての使いやすさにこだわった「ぱっと観テレビ」機能を搭載しま

した。リモコンの電源ボタンを押すだけで、専用LSIによりスピーディ

にTV画面が起動。地上デジタル放送がすぐに楽しめ、さらに

録画も手軽に行えます＊2。また、リモコンの電源ボタンはTV画面の

起動のほかに、パソコンの起動にも設定変更が可能です。

地上デジタル放送を迫力の大画面で楽しめる、20

型ワイド液晶モデルをラインアップ。赤・青・緑の

色彩表現範囲が液晶TV並み＊1の約72%にまで

アップし、ひときわ明るく、色鮮やかな「スーパー

シャインビューEX2液晶」を採用し、地上デジタル

放送の高精細なハイビジョン映像を高い解像度

でより美しく表現します。

地デジのウィンドウで地上

デジタル放送を視聴しながら、

同時にインターネットも楽しむ

ことができます。TVとネット

の同時利用でもスムーズな、

ながら視聴スタイルを、快適

に楽しむことができます。

地デジを観ながら同時に 
 ネットも快適に楽しめる。 

＊1：受信条件により、時間が異なる場合があります。　
＊2：Windowsが起動するまでは録画などの機能は使用できません。

●AVコンテンツを素早く楽しめる 

　「インスタント機能」。 

詳しくはP.07をご覧ください。 

●「Windows®  XP Media Center Edition  

    2005」搭載。 

音声と映像が一体化した、臨場感あふれるサウンドを実現する

高音質3.1チャンネルパネルスピーカを搭載。左右のエキ

サイターに加え、画面下部にセンタースピーカも装備しています。

TV視聴時や使わないときにはディスプレイにすっきり

格納できる、スライドインキーボードを採用しています。

詳しくはP.17をご覧ください。 

詳しくはP.14をご覧ください。 詳しくはP.14をご覧ください。 

1,680×1,050ドット 1,680×1,050ドット 

397mm（D） 

343mm（H） 

PS/2キーボード
コネクタ

音声出力端子
音声入力端子 外部マイクロフォン

端子

PS/2マウスコネクタ

電話回線用
モジュラコネクタ

PCIスロット

LANコネクタ
DVI-Iコネクタ

IEEE1394コネクタ

USBコネクタ×4
リモコン端子

209mm（W） 

110mm（W） 

DVD/CD
ドライブ

電源
スイッチ

光デジタルオーディオ
（S/PDIF）出力端子

USBコネクタ×2

PCカードスロット×2

トリプルメモリースロット

IEEE1394コネクタ

▼写真はVL970/GGです。 

（左側面） （正面） （背面）
インターフェイス 

606mm（W） 

444mm（H） 

270mm（D） 

NIGHT MODEボタン
VISUALボタン
DIMMERボタン

VHF/UHF
アンテナ端子

BS/CSアンテナ端子

ヘッドフォン端子 サブウーファ

モニタ入力端子

光デジタルオーディオ
（S/PDIF）出力端子

音声入力端子

音声入力端子

映像入力端子

S映像入力端子

高画質＆高音質、さらに快適性も備えた20型ワイド液晶ディスプレイ。 

＊1約2秒＊1ですぐに地デジが観られる 
「ぱっと観テレビ」。 

詳しくはP.15をご覧ください。 

●地上アナログTVを 

　高画質エンジン　　　　　 で美しく再現。 
ビジタル

オーセンサウンドワイドスリー

＊1：2006年8月現在当社調べ。

TVもネットも楽しめる！ 

※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。
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テニスボールの直径とほぼ同じ 
66mm＊1のスリムなボディと、 
確かな基本性能の省スペースPC。 

66mmのスリムな本体横幅は、テニスボールの直径とほぼ同じです。省スペース設計の

薄型コンパクトボディなので、従来の縦置きはもちろん、ディスプレイの後ろに配置したり、横

にしてラックに設置するなど、さまざまなレイアウトが可能です。

利用スタイルにあわせて、さまざまなレイアウトができる、薄型コンパクトボディ。 

●ブロードバンドコンテンツの利用に最適な、ギガビットイーサネットを採用。 

 

●DVDビデオ再生や大容量データ保存に便利な、「DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み）」搭載。 

CPU 
メモリ 
ハードディスク 
DVD/CDドライブ 
統合ソフト 

HT テクノロジー インテル® Pentium®4  プロセッサー  524（3.06GHz）
512MB 
約300GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL370/GD
HT テクノロジー Pentium® 4搭載スリムモデル 

Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版 

17型/スーパーシャインビューEX液晶（アナログ接続） 

インテル® Celeron® D プロセッサー 352（3.20GHz） 
512MB 
約250GB 
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R/+R 2層書込み） 
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL300/GD
スリムモデル 

Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版 

17型/スーパーシャインビューEX液晶（アナログ接続） 

 

TM

VL370/GD

ディスプレイの後ろに設置

テニスボールの 
 直径とほぼ同じ。 

薄型 
コンパクト 
ボディ 

縦置きはもちろん・・・ ラックの中に横置きで設置

インターフェイス 

スリムタイプ 

バリュースターL

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

＊1：パソコン本体の横幅。

場所をとらない、 
薄型コンパクトタイプ。 

341mm（D） 

352mm（H） 

392mm（W） 

386mm（H） PS/2キーボードコネクタ
DVD/CDドライブ

電源スイッチ

ヘッドフォン端子

PS/2マウスコネクタ

USBコネクタ×2

USBコネクタ×2

アナログRGBコネクタ
USBコネクタ×2

LANコネクタ

音声出力端子
音声入力端子

外部マイクロフォン端子

188mm（W） 

66mm（W） 

（背面）（正面）（左側面）▼VL370/GD、VL300/GDに添付のディスプレイ。 



先進の水冷システムと地デジチューナ搭載。�
ハイビジョン映像の編集・保存に最適な�
ブルーレイディスクドライブ搭載の静音PC。�

※ATOK 2006 for Windows［電子辞典セット］を標準添付。

先進テクノロジを備えた地デジ対応AVマシン。�

地上デジタル放送がキレイに楽しめ、さらにBSデジタル・

110度CSデジタル放送も高精細な映像で視聴できます。

リモコンの電源ボタンを押すだけで、専用LS Iにより

約2秒＊1でTV画面が起動。録画も手軽に行えます。

地上デジタル放送が高画質＆大画面で楽しめる「20型

ワイドスーパーシャインビューEX2液晶」を採用しています。

音と映像が一体化し、臨場感あふれるサウンドを実現した、

3.1チャンネルパネルスピーカを採用。

地デジを楽しむためのAV機能。�

水冷ユニット（CPU）�
冷却後の空気の出口�

筺体・電源冷却後�
の空気の出口�

筺体・電源冷却用�
の空気の入り口�

筺体・電源冷却用�
の空気の入り口�

水冷ユニット（CPU）�
冷却用の空気の入り口�

●VALUESTAR Xの空気の流れ�

CPUの冷却に、騒音の少ない水冷システムを採用。CPUフル稼働時でも約

31dB程度＊1に動作音を抑えた、こだわりの静音性能を発揮します。さらに

グラフィックアクセラレータ、ハードディスク、ブルーレイディスクドライブなど、

各パーツごとにも静音化を徹底しました。

先進水冷システムが動作時の静音性を実現。�

地上デジタル放送の大容量録画データを、

高精細なハイビジョン画質のままブルーレイ

ディスクに保存できます＊3。さらに、デジタル

ハイビジョンビデオカメラの映像データなら、

不要なシーンの削除などの編集をしたうえ

でブルーレイディスクへの保存が可能です。

ぱっと観テレビ�

地デジでスポーツ中継を視聴しながら、ネットで選手のプロフィールを検索

するなど、地デジ＆ネットをひとつの画面で快適に同時利用できます。
地デジを観ながらインターネット�

地上デジタルTV

20型ワイド液晶ディスプレイ�

TV視聴時や使わないときにはディスプレイにすっきり格納

できる、スライドインキーボードを採用しています。
スライドインキーボード�

AUTHENSOUNDWIDE®　III

CPU�
メモリ�
ハードディスク�
BD/DVD/CDドライブ�
統合ソフト�
TVチューナ�

インテル®   Pentium® D プロセッサー 945（3.40GHz）�
1GB（512MB×2、デュアルチャネル対応）�
約500GB（約250GB×2）（RAID0）�
ブルーレイディスクドライブ�
Microsoft® Office Personal Edition 2003

VX780/GD
ブルーレイディスクドライブ搭載、先進の水冷モデル�

Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版�

20型ワイド/スーパーシャインビューEX2液晶�

地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ�

オーセンサウンドワイドスリー

＊1：具体的な測定方法：机上にディスプレイとその右に2cm離しPC本体設置。ディスプレイ正面中心から水平に65cm、机から
高さ45cmにマイク設置。Windows起動後、ハードディスクやブルーレイディスクドライブが読出し/書込みを行っていない状態で
測定（室温約20℃、ファンの回転数を最大にして測定）。

アナログ�

バリュースターX

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

詳しくはP.20をご覧ください。�

インスタント機能�

詳しくはP.15をご覧ください。�

高画質エンジン�
ビジタル●先進のデュアルコアＣPU「インテル®

      　 Pentium®      　　
　   D プロセッサー」搭載。�

ひとつのチップにふたつのCPUコアを搭載し、応答性とマルチタスク性能を高

めたデュアルコアCPU「インテル®    Pentium® D   プロセッサー 945（3.40GHz）」

搭載。複数アプリケーションの同時利用もスムーズにこなします。

●NVIDIA社製�
    グラフィックアクセラレータ�
   「GeForceTM  6600 GT」�
    を搭載。�
�

ブルーレイディスク�
に美しく保存できる�

ハイビジョン画質�ハイビジョン画質�

約7時間時間�約7時間�

＊1：受信条件により、時間が異なる場合があります。

ハイビジョンデータの保存に最適な「ブルーレイディスクドライブ」搭載。�

＊1＊2

50GB約�50GB約�
＊1
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188mm（W）�

（背面）

508mm（D）�

（右側面） （正面）

USBコネクタ
×2

ブルーレイディスク
ドライブ

電源スイッチ
トリプル
メモリースロット
ExpressCard
スロット
PCカード
スロット

IEEE1394
コネクタ

音声出力端子
音声入力端子

PCI Express（×1）
スロット

電話機用モジュラコネクタ
電話回線用
モジュラコネクタ

PCIスロット×2
IEEE1394コネクタ

リモコン端子

PCI Express（×16）スロット

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

アナログ
RGBコネクタ＊1

PS/2マウスコネクタ

PS/2
キーボードコネクタ

USBコネクタ×5

LANコネクタ

＊1：アナログRGBコネクタは使用できません。

インターフェイス�
405mm（H）�

606mm（W）�

444mm（H）�

270mm（D）�

NIGHT MODE
ボタン

VISUALボタン

DIMMERボタン

VHF/UHF
アンテナ端子

BS/CS
アンテナ端子

ヘッドフォン端子 サブウーファ

モニタ入力端子

光デジタルオーディオ
（S/PDIF）出力端子

音声入力端子

音声入力端子

映像入力端子

S映像入力端子

＊1：2層ブルーレイディスクの場合。　＊2：地上デジタル放送（約15Mbps）を録画した場合。　＊3：BD-R、BD-RE Ver.1.0規格
のディスク（カートリッジ付きディスク）の使用はできません。次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）
に対応しています。　※P.32の「BD/DVD/CDの読込み/書込みについて」もあわせてご覧ください。



地上デジタル放送対応UHFアンテナ 

VHF/UHF 
アンテナ 
入力端子へ 

VHF/UHFアンテナ 
入力端子へ 

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

※機種によって機能が異なります。P.15の【対応機種一覧】をご覧ください。 

地上デジタル放送の映像を液晶の解像度にあわせて変換。

さらに高画質で視聴できます。地上デジタル放送をキレイ

に見るならNECです。 

ぱっと観テレビ ぱっと観テレビ 

地デジを観ながら、インターネット 地デジを観ながら、インターネット 

デジタル放送をもっとキレイに 高画質スケーラ 

一般的なパソコンTVは、スイッチONからの起動が遅いと

いわれています。この不満を解決したのが、NECならではの

早技機能、「ぱっと観テレビ」です。リモコンの電源ボタン
を押せば、約2秒

＊1
でTV画面が起動。地上デジタル

放送がすぐに楽しめるうえ、録画も手軽に行えます＊2。

もちろん、BSデジタル、110度CSデジタル、地上アナログまで、

各種TV放送も「ぱっと観テレビ」ですぐに視聴可能です。 

地上デジタル放送をご覧になるためには 

地デジをもっと楽しくする機能が満載！ 地デジをもっと楽しくする機能が満載！ 

約2秒
＊1

でTVが映るNECならではの 
早技機能「ぱっと観テレビ」 

一台のパソコン画面上で、地上デジタル放送を視聴しな

がら、同時にインターネットも閲覧する。VALUESTARなら

スムーズな、ながら視聴が楽しめます。 

例えば、温泉情報番組なら… 
TVで紹介された温泉の宿から、食事、

周辺の観光スポットまで。ながら

視聴を活用すれば、番組を見ながら

週末の予定に役立つくわしい情報

を検索できます。 

例えば、グルメ情報番組なら… 
TVで気になったお店の情報を調べ

たり、行き方を検索するなど、必要

な情報がすぐに手に入ります。もう、

「あのお店の名前なんだったっけ？」

なんて後悔することはありません。 

地デジのTV番組を見ていて「もっと詳しい情報を知りたい」って思う

こと、ありますよね。そんなときこそ、ながら視聴でインターネットに

同時アクセス。VALUESTARなら、TVを視聴しながら知りたい情報

を知りたいときに収集できます。 

地デジとネットをひとつの画面で 
同時に楽しめる、ながら視聴 

地デジを快適に、キレイに楽しめる 
NECのテクノロジ 

＊1アンテナで受信している場合＊1 ケーブルテレビ（トランスモジュレーション方式）で 
受信している場合   SD解像度での視聴のみ可能です。 

ケーブルTV（パススルー方式）で受信している場合 

※TV仕様について詳しくはP.28-29をご覧ください。

●送信周波数帯：全帯域

※セットトップボックスが別途必要になります。
※「ぱっと観テレビ」機能は利用できません。　

＊1：受信条件により、時間が異なる場合があります。　＊2：Windowsが起動するまでは録画などの機能は使用できません。　＊3：Windows、ソフトウェアを起動して視聴するTV。

＊1：地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル放送の
送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用の
UHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが
必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形や
ビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。

図は代表的な接続例です。ご自宅の地上デジタル放送の受信方法により、接続の仕方がそれぞれ異なります。 
詳しくは、取扱販売店またはケーブルTV会社などにお問い合わせください。 

ビデオ入力端子へ 

地上アナログ・デジタル、BS・ 
110度CSデジタル放送が視聴可能です。 

トランスモジレーション方式でケーブルTVを受信している場合は、 
セットトップボックス経由で、PCのビデオ入力端子に接続してください。 

TVTVの温泉番組の温泉番組 TVの温泉番組 

どんなお風呂？ どんなお風呂？ 

値段は？ 値段は？ 

行き方は？ 行き方は？ 

セットトップ 
ボックス 

ケーブルTVで受信したデジタル放送をそのまま表示します。 
同一周波数パススルー方式、または周波数変換パススルー方式で
ケーブルTVを受信している場合は、アンテナケーブルをVHF/UHF
アンテナ入力端子に接続してください。 

ケーブルTV局 

NECではデジタルTV映

像をハードウェアチップに

よりデコードするTVボード

を独自に開発。CPUへの

負荷を少なくできるので、

地デジとネットの同時利用時でも快適に動作します。 

これがNECの提案する 
新しいながら視聴スタイルだ！ 

※グラフは機能を比較するための目安です。

●パソコンTVの機能比較（当社比） 

時間の経過

通常の 
パソコンTV

＊3 起動までに 
時間がかかる TV視聴 

TV視聴 録画などの 
パソコン全機能 

電
源
O
N

従来の 
インスタント機能 

起動は早いが機能は限定（Windowsは起動しません） 

「ぱっと観テレビ」なら、 
パソコン機能も使える！！ 

W
i
n
d
o
w
s
起
動
 

※画面はイメージです。

ケーブルTV局 

 「ぱっと観テレビ」なら、 
TV視聴がスピーディ！ 



●予約録画時にDVD1枚の容量に 
あわせて録画できる「ぴったり録画」。 

※「SmartVision」で実現します。　※映像の画質や時間によっては1枚のDVDに収まらない
場合もあります。ぴったり録画で録画したデータは、指定したサイズに収まるように、約0～10%
少ないサイズで保存されます。長時間の番組になるほど、および指定サイズが小さくなるほど、
画質は劣化します。

●録画中でも最初から再生できる「追っかけ再生」。 
※「SmartVision」および「MediaGarage」で実現します。「MediaGarage」では地上アナログ
放送のみ対応します。

地上デジタルTVチューナ 
BS・110度CSデジタルTVチューナ 
地上アナログTVチューナ 
ぱっと観テレビ 
ながら視聴 
おてがる予約 
さかのぼり録画 
おまかせ録画 
しっかり予約録画 
画面消灯 
ぴったり録画 
追っかけ再生 
高画質NTSCデコーダ 
3次元Ｙ/Ｃ分離 
タイムベースコレクタ 
デジタルノイズリダクション 
10bit ADコンバート 
ゴーストリデューサ 
高画質スケーラ 
インターレース・プログレッシブ変換 
ノンリニアスケーリング 

VW990/GG VW900/GH VW790/GG VW770/GG VW700/GG VW500/GG VS700/GG VS500/GG VS300/GD VL970/GG VL570/GGVL770/GG VL370/GD VL300/GD VX780/GD
VALUESTAR W VALUESTAR S VALUESTAR L VALUESTAR X対応機種 

機能 

【対応機種一覧】上記機能の有無は、下記の対応表をご覧ください。 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

◎ 
－ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
－ 
◎ 
◎ 
－ 

－ 
－ 
◎ 
－ 
－ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
－ 
◎ 
◎ 

－ 
－ 
◎ 
－ 
－ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
－ 
◎ 
－ 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
 

－ 
－ 
◎ 
－ 
－ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
－ 
◎ 
－ 

－ 
－ 
◎ 
－ 
－ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
－ 
◎ 
◎ 

　 
　 
　 
　 
　 
 
 
 
　 
 
－
 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
○ 
◎ 
○ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

　 
　 
　 
　 
　 
 
 
 
　 
 
－
 
 

＊1：MediaGarageでは地上アナログ放送のみ対応します。　＊2：VALUESTAR W、L（スタンダードタイプ）、XシリーズではNight Mode（ナイトモード）ボタンで利用できます。

＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ＊1

＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ＊1

＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2

＊1

＊1

＊2

＊1

＊2 ＊2 ＊2

＊1

＊1

＊2

＊1

　 
　 
　 
　 
　 
 
 
 
　 
 
－
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ノンリニアスケーリング＊1
 

4：3画面のTV映像を16：9のワイド画面へと、違和感なくスケール
変換するので、迫力ある映像を楽しめます。 

＊1：ワイド画面搭載モデル（VW990/GG、VW900/GH、VW790/GG、VW770/GG、VW700/GG、
VS700/GG、VL970/GG、VL770/GG、VX780/GD）では画面縦横比率切換機能を装備
しています。TV放送番組の映像と異なる比率を選択した場合、オリジナルの映像と見え
方にちがいが出ます。また、TVを営利目的や公衆に視聴させることを目的として縦横比率
を変更すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

高画質エンジン 
ビジタル  

ビジタル  

高画質NTSCデコーダ 
TV信号の高精度デジタル変換で、従来
に比べ色の正確さやグラデーション表
現などで格段のクオリティ向上を実現
しました。 

10bit ADコンバート 
TVチューナで受信したアナログ映像信
号を10bitの高分解でデジタル変換。
映像のディテールまでくっきり、かつ自
然に再現します。 

※受信状態や環境などによっては、効果が得られない場合があります。　※画面はイメージです。

ゴーストリデューサ 
映像が複数重なって見える、不快な多
重映りを軽減。スッキリ見やすい映像を
映し出します。 

タイムベースコレクタ 
アナログビデオテープの取り込み時
などに発生する、画面の揺れやゆがみ、
色の変動を抑えて補正します。 

デジタルノイズリダクション 
高度なデジタル処理で、映像信号のノイ
ズや輪郭のざらつきを抑え、画質全体
をシャープに整えます。 

3次元Y/C分離 
映像信号に含まれる輝度信号と色信号
を分離することで、画像ノイズを抑制。
色にじみの少ないクリアな画質が得ら
れます。 

インターレース・プログレッシブ変換 
インターレース方式のTV映像信号を、プログレッシブ
映像に変換します。「60fps表示」、「動き適応型IP変換」、
「斜め線補正」にも対応し、動きが速いシーンでもちら
つきやギザギザを抑え、鮮明でなめらかな表示を実現
しました。 

多彩なTV録画機能で地デジを録り逃さない 多彩なTV録画機能で地デジを録り逃さない 

で地上アナログ放送がキレイ で地上アナログ放送がキレイ 

最新の電子番組表を見ながら、手軽に番組予約が

行えます。電子番組表は、見やすいよう画面上に

大きく表示。インターネット＊1とTV電波、どち
らからでも電子番組表を受信できます。また、
ジャンルや出演者名、キーワードなどから番組を

検索することも可能です。 
興味のあるジャンルや出演者などのキーワードを指定するだけで、

パソコンが該当する番組の選択から録画まで自動的に
行ってくれます。録画したいジャンル、期間、曜日など、細かい条件
設定ができるのでとても便利。さらに、再放送番組を除外する条件

設定により、同じ番組の重複録画を避けることが可能です。 

地上デジタル放送を見ている途中でも、録画しておけばよかった
というシーンまでさかのぼって、番組を録画・保存できます。 
VALUESTARなら、決定的瞬間や貴重なシーンを録り逃しません。 

※「SmartVision」および「MediaGarage」で実現します。「MediaGarage」では地上アナログ
放送のみ対応します。　※タイムシフトモードで視聴中の番組で可能。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。

電源がOFFの状態からでも「しっかり予約録画」 

［電子番組表（EPG）］ 

※「SmartVision」で実現します。　※録画容量があらかじめ設定しておいたハードディスク容量
以上になった場合は、おまかせ録画した古い録画番組から自動的に削除します。＊1：インターネットからのダウンロードで地上アナログ放送の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+にも

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。　※「MediaGarage」でも対応していますが、一部機能が異なり
ます。　※地上アナログ放送の電子番組表（EPG）はテレビ朝日系列の放送局から1日10回ほど、地上アナログ放送の電波を通じて10分間
程度送られてきます。EPGを取得するには、その間受信しつづける必要があります。

※あらかじめ設定が必要です。

電源がOFFの状態からでも予約時間がくれば、自動的にパソコンが起動して録画してくれます。

さらに、画面消灯ボタンを使用すれば、画面も音声も出さない状態で録画できます。おてがる
予約やおまかせ録画を利用する際に便利な機能です。 

録りたいシーンまでさかのぼって録画 

面倒な録画予約もこれでラクラク 

地上アナログ放送をより美しく 
表示するNEC独自の 
先進高画質テクノロジを満載 

キーワード指定で関連番組を自動録画 

「SmartVision」電子番組表（EPG） 

録りたい番組をダブルクリックで 
録画予約ができます。 

VALUESTARなら 拡大表示で、より多くの番組を表示できる！ 



「ぱそ楽ねっと」＆　「ぱそ楽ねっと」＆　　

「ぱそ楽ねっと」があなたに 
ぴったりな情報をお知らせ！ 

「Mora on BIGLOBE」を 
利用して音楽を購入できます。 

※通常の「Mora」とは、サービス、
購入可能曲数などが異なります。

この曲、 
買おう！ 

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

やりたいことへ簡単アクセスおすすめメニューバー やりたいことへ簡単アクセスおすすめメニューバー 

デスクトップ画面に表示されている「おすすめメニューバー」

から、必要なソフトをダイレクトに呼び出したり、自分の好みに

あったインターネットのコンテンツへ簡単にアクセスできます。

自分が楽しみたいことを簡単にみつけられる「おすすめメニュー

バー」は、PC初心者にもうれしい親切機能です。 

「おすすめメニューバー」とは？ 

※2006年4月以降発表のVALUESTAR/LaVieで実現します。　※「ぱそ楽ねっと」を楽しむには、インターネット接続環境が必要です。光ファイバー・ADSLなどのブロード
バンド環境を推奨します。お客様の回線状況によって利用できない場合があります。　※「ぱそ楽ねっと」の利用登録にあたり、BIGLOBE会員以外の方は、BIGLOBEへの
入会が必要です。すでに他のプロバイダに入会されている方は、入会金・会費が無料の「BIGLOBEコンテンツ会員」か「BIGLOBEカフェ会員」がおすすめです。「ぱそ楽
ねっと」の利用登録と同時に入会できます。　※「ぱそ楽ねっと」の利用登録は無料ですが、サービスやコンテンツには有料のものがあります。

※これらの画面はイメージです。実際のコンテンツとは異なります。

ブラウザを立ちあげることなく、キーワードを直接

入力してインターネットのサイトを検索できます。 

最新のニュースが自動的に切り換わって表示さ

れます。クリックすると詳細ページを見ることが

できます。 

好みにあわせた音楽・動画・壁紙などのおすすめ

情報を表示します。お気に入りのコンテンツも購入

できます。 

「ぱそ楽ねっと」を使えば、話題のブログを簡単に

始められます。 

「ぱそ楽ねっと」への登録は、「おすすめ
メニューバー」から簡単に行えます。利
用登録は無料です。 

簡単登録ですぐ使える！ 

デスクトップ画面から 
ネットサービスへ手軽にアクセスできる！ 
NECのネットサービス「ぱそ楽ねっと」を使うと、いろいろ楽しめます。 

使い方がわからなくなったときに、パソコンの基本

操作やトラブル解決の方法などをわかりやすくナ

ビゲートしてくれます。 

手軽にAV編集を楽しみたいときに便利です。写真、映像、

音楽データのパソコンへの取り込みから編集、DVD/CD

への保存までをやさしくサポートしてくれます。 

使いたいソフトが、簡単に見つかる！ 

「サポートナビゲーター」 「SmartHobby」 

1 2

3

6 5

4

1

2

3

5

6

4

あっ、新曲が 
発売されたんだ！ 



※これらの画面はイメージです。実際のコンテンツとは異なります。　※サービスによっては、インターネット接続環境が必要です。

おすすめメニューバー 
FeliCa対応 

VW990/GG VW900/GH VW790/GG VW770/GG VW700/GG VW500/GG VS700/GG VS500/GG VL970/GG VL570/GGVL770/GG VL370/GD VL300/GD VX780/GD
VALUESTAR W VALUESTAR S VALUESTAR L VALUESTAR X対応機種 

機能 

【対応機種一覧】上記機能の有無は、下記の対応表をご覧ください。 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

◎ 
－ 

 ◎ 
◎ 

◎ 
◎ 

◎ 
◎ 

◎ 
－ 

VS300/GD

ダウンロード購入した音楽を 
パソコンで聴く！ 

　「FeliCa」で、こんな便利な使い方も！ 「FeliCa」で、こんな便利な使い方も！ 

※写真の携帯電話は、FOMA N902iS（別売）です。
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タッチするだけで便利がひろがるFeliCa対応 タッチするだけで便利がひろがるFeliCa対応 

「Edy」 「eLIO」 「Suica」「ICOCA」 

「FeliCa（フェリカ）」ってなに？ 

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。　※カードにより、利用できるサービスは異なります。　※VL970/GG、
VL770/GG、VL570/GGに標準添付のFeliCaポート（外付け）をUSBに接続して使用します。

FeliCaは、カードや携帯電話をタッチするだけで電車に乗ったり、ショッピング

の支払いなどができる非接触ICカードの技術方式です。VALUESTARでは、

便利な「FeliCaポート」を添付したモデルをラインアップしました。お持ちの

FeliCa対応カードや携帯電話を「FeliCaポート」にタッチするだけでインター

ネットショッピングの支払いやチャージ（入金）などができます。 

FeliCaを使ったさまざまなサービス 

プリペイド型の 
電子マネーサービス 

インターネット上で利用できる 
クレジットサービス 

JRが導入している、 
定期券・プリペイドカード機能 

※機種によって機能が異なります。 
下記の【対応機種一覧】をご覧ください。 

トイザらス・ 
オンラインショッピング 

「FeliCaポート」にお持ちの「Edyカード」や「eLIOカード」、

「おサイフケータイ®＊1」をタッチするだけで、対応サイト

でのインターネットショッピングの支払いが行えます。クレ

ジットカード払いのようにカード番号を入力する必要が

ないので、安心で手軽な決済方法です。 

ネットショッピングの支払いが 
クレジットカード番号入力なしで安心＆手軽 

＊1：「Edy」の初期設定が
　　　　　　必要です。

※「ウイルスバスターTM」は
     「Edy」のみ対応。

「Edyカード」や「おサイフケータイ®＊1」の

残高や、利用履歴をタッチするだけで手軽

に確認。チャージ（入金）も自宅にいながら

行えます。 

「Suica」や「ICOCA」の利用履歴も確認

できます。日付、乗車駅と降車駅、料金まで

詳細に確認でき、残高のチェックも行えます。 

残高や利用履歴のチェック、 
チャージも自宅でOK

電車の利用履歴も 
詳細に表示 

＊1：「Edy」の初期設定が必要です。

「Suica」「ICOCA」 

対応サービス 
「Edy」 

対応サービス 

「Edy」、「eLIO」 

対応サービス 

くらしに役立つFeliCaの利用シーン くらしに役立つFeliCaの利用シーン 

パソコンならではの便利な使い方 パソコンならではの便利な使い方 

●タッチするだけでクーポンなどの 
情報を携帯電話へ転送できる 
「かざポン」 

●FeliCa対応カードなどを 
タッチすると対応メニューが 
自動で起動 
「かざしてナビ for NEC」 

※「かざポン」のご利用方法および対応する携帯電話については、
http://www.kazapon.jp/usage.htmlをご覧ください。

タッチするだけで 
支払い完了！ 

支払いはクレジットカード番号入力不要の 
「Edy」を利用！ 

「Edy」、「Suica」「ICOCA」 

対応サービス 
「Edy」、「Suica」「ICOCA」 

対応サービス 

ハードディスクの空き領域に、認証しないと見えない秘密の

データ領域を作成できます。データ領域の確認には、作成時

に登録したFeliCa対応カードや携帯電話が必要になるため、

大切なデータを第三者に見られることを防止できます。 

秘密のデータ領域を作成できる 
「パーソナルシェルター」 

●FeliCa対応カードなどをタッチするだけで 
スクリーンセーバーのロックを解除できる 
「スクリーンセーバーロック2」 

●タッチするだけで名前、住所などの入力サポートや、 
ID・パスワードが必要なサイトへの 
自動ログオンができる 
「かんたん登録2」 

※コンテンツによっては、Edy決済に対応していない
場合があります。

「ウイルスバスターTM」を
「Edy」を使用して更新
できます。
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