
プラットフォーム 型名プロセッサ表示機能データストレージ通信機能センサ 入力装置メモカメラ 質量 インターフェイスバッテリ駆動時間/
充電時間

NA75F/1Aシリーズ

4GB（内蔵2GB＋
SDメモリーカード2GB）

Wi-Fi（ワイヤレスLAN）
Bluetooth® 対応

キーボード
（QWERTY配列81キー）
ポインティングデバイス

タッチパネル

FOMA®ハイスピード
Wi-Fi（ワイヤレスLAN）
Bluetooth® 対応

NA75W/1AシリーズAndroid 2.2
7型ワイド液晶

（800×480ドット）
タッチパネル搭載

GPS
電子コンパス
加速度センサ 本体

（バッテリパック含む）
約699g

本体
（バッテリパック含む）

約723g

最長約8時間
（動画再生）/
約4時間 miniUSB 2.0

（クライアント接続）
3.5mmステレオ

ヘッドフォンミニジャック
SDメモリーカード

（SDHCメモリーカード）
スロット×1

200万画素 
最長約9時間

（ホームページ閲覧）/
約4時間 

16GB
（内蔵8GB＋

SDHCメモリーカード8GB） NVIDIA® Tegra™ 250
モバイルプロセッサ
（1GHz、2コア）

NA70W/1A

LifeTouch NOTE　スペック

ライフタッチ ノート
2011.5

Cat.NO.APC266 1102015021ADDP
この冊子の記載内容は2011年5月現在のものです。

ご用命は充実したサービスの当店へ
本冊子掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

ご使用の際は、商品に添付のマニュアル（取扱説明書）の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。 安全に関するご注意

【購入相談】受付時間 9：00～17：00（年中無休）
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

◎携帯電話・PHS・IP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6000（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。　※最新の情報はhttp://121ware.com/121cc/でご確認ください。

121コンタクトセンター

NECあんしんサービス便 安心サポート

http://121ware.com/lt/

使い方相談
＊1
 （ご購入後1年間無料）修理サービス

＊2

◎携帯電話・PHS・IP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。　※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※サービス内容は、予告なしに変更する場合があります。 ＊1：お客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。 ＊2：修理サービスは、代替品との装置交換となる場合があります。

121コンタクトセンター  　　　 　　0120-977-121
受付時間 9：00～19:00（年中無休）

121コンタクトセンター  受付時間 9：00～21：00（年中無休）

電話での対応もおまかせ修理受付 / 故障品をスムーズに宅配便でお引取り

※実際の商品とは一部デザインが異なります。



７型ワイドタッチパネルＬＥＤ液晶
（ 8 0 0×4 8 0ドット表示）

縦横自動回転表示で
縦画面専用アプリにも対応

専用操作キー

ポインティング
デバイス

キーピッチ16 . 8 m m
キーストローク1 . 6 m m



便利で快適な
コミュニケーションにこだわった
Android  搭載スマートブック

● 16.8mmピッチ＊1のハードウェアキーボード。ATOK標準搭載で快適に日本語入力。
● 見やすい大画面7型ワイドLED液晶。

● 思いついたことを手帳感覚で手軽に入力、ブログ/mix iに投稿したり、
    入力した文章の検索も簡単にできる、便利な物書きアプリ「ライフノート」。
● メールやツイッター、お気に入りのブログなどの新着情報をホーム画面上で
  お知らせしてくれる「お気に入りチェッカー」。

＊1：マルチタッチには対応しておりません。 ※本製品は通話には対応しておりません。

＊1：一部キーピッチが短くなっている部分があります。

NA75F/1A

NA75W/1A

FOMA®ハイスピードモデル

Wi-Fiモデル

Wi-Fiモデル

※本機に搭載されている機能は、インターネット接続環境（詳しくはP12へ）がないと、利用できない場合があります。
※一部機能は、Google  アカウントの取得が必要になります。

Wi-Fi＋3G対応メモリ16GB
（内蔵8GB+SDHCメモリーカード8GB）

Wi-Fi対応メモリ16GB
（内蔵8GB+SDHCメモリーカード8GB）

NA70W/1A Wi-Fi対応メモリ4GB
（内蔵2GB+SDメモリーカード2GB）

（FOMA）

※カラーバリエーションは、天面のみです。
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■  ちょっとした空き時間にブログやm i x iの
　記事を書いて投稿したり、
　気がついたことを
　手帳感覚でメモ。

詳しくは 　　　へP06

■  メールやブログ、ツイッターなどの
　新着情報をまとめてチェックし、
　タイムリーに返信。

■  今いる場所付近にあるレストランを
　チェック、目的地までのルートも検索。

■  A n d r o i d向けアプリのダウンロードや
　 PCとのデータ共有などで、
　 楽しみ方はさらに拡大。

詳しくは 　　　へP08

詳しくは 　　　へP10

詳しくは 　　　へP11

■  快適インターネット接続

■  L i f e T o u c h  NO TE  ハードウェア

■  仕様 /注意事項

詳しくは 　　　へP12

詳しくは 　　　へP13

詳しくは 　　　へP14

バーミリオンレッド

チョコレートブラウン

ピアノブラック

　
● 電源オフにせず、待機状態にしておけるのでディスプレイを開いたらすぐに使える。
● F l a s h10 .1対応Webサイトも表示可能。
● 画面にタッチして直感操作＊1。便利・スピーディに操れる。

スマートフォンのような操作性

スマートフォンを超える快適さ

コミュニケーションをさらに便利にするオリジナル機能

LifeTouch NOTE  カラーバリエーション
3つのカラーをラインアップ

・ NA75F/1AR
・ NA75W/1AR

・ NA75F/1AC
・ NA75W/1AC

・ NA75F/1AB
・ NA75W/1AB
・ NA70W/1A



 ■  旅先での出来事をキーボードでつづり、
　　忘れないうちにその場で文章に残しておく。

 ■ いつでも持ち歩いて、
　　ちょっとした空き時間にさっと取り出して
　　ブログやmix iに記事を投稿する。

 ■ 家の蛍光灯や電球、ワイシャツのサイズ、
　　プリンタインクの型番などをメモして持ち歩く。

「ライフノート」は、思いついたことや見たことをキーボードやメモカメラで手軽に
記録し、さらにはメール送信、ブログ、mi x i への投稿まで快適に行える、新しい
物書きアプリ。作成した文章は、絞り込み検索ですぐに探し出すことが可能なので、
いろいろな生活情報の備忘録としても「ライフノート」を活用いただけます。

「ライフノート」にどんどん書きためられた文章は、文字検索で読みたい文章を探し

出したり、同じカテゴリに設定した文章をならべて表示させるなど、わかりやすく

管理できます。便利な検索機能を搭載しているので、いろいろな生活情報の

備忘録としても便利に使えます。

「後から検索できるメモ帳」として便利に活用できる

打ちやすいハードウェアキーボードで快適に文章を入力。内蔵のメモカメラで撮った
写真などの貼り付けも可能です。文章作成後は、メニューの「送信」ボタンで送信
先を選べば、登録しておいたブログや mi x i などへの投稿やメールアプリへの送信
を自動で行ってくれます。

文章作成からブログ・mixiへの投稿まで、快適に完了できる！

宛先を
選択して送信

写真を貼付
カメラを起動して

撮影も可能

便利な検索機能

mixiに投稿 メールに送信

ハードウェアキーボードで
快適入力

「送信」ボタンをタップして
ブログやmixiなどへ投稿

文字を入力して、記事を検索

カテゴリや年月日などで
文章を絞り込んで
表示可能

ブログへの送信履歴や
添付写真をアイコン表示

Ameba、BIGLOBEウェブリブログ、FC2ブログ、gooブログ、JUGEM、livedoor Blog、

mixi、Seesaaブログ、So-netブログ
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※2011年5月現在。対応サービスは変更となる場合があります。

便利な物書きアプリ「ライフノート」

日本語入力アプリには PC で実績のある ATOK を採用。使い慣れた便利な変換

操作で日本語入力を行えます。ファンクションキー（F6 ～ F10）でのひらがな /

カタカナ / 英数字変換や、よく使うフレーズを予測して表示する推測変換機能、

ユーザー辞書登録機能、かな入力対応など充実した機能で、快適な日本語入力を行

えます。

「ATOK for  L i f eTouch NOTE」で
快適な日本語入力

■ さまざまなブログやmixiなどに対応

※オンラインアップデートによる提供となります。



「LifeTouch NOTE」がチェックしてくれるから、
最新情報を逃さない

「お気に入りチェッカー」が、メールやツイッター、お気に入りブログなどの新着
情報をチェック。登録したサービスに新着情報がある場合は、更新件数まで画面
に表示。また、RSSを登録することで新着ニュースなどを表示させることも可能です。

画面を開くだけで、メール、ツイッター、ブログの新着情報をチェック
「お気に入りチェッカー＊1」 パソコンでふだん使っているMicrosoft® Office の Word、

Excel ®、Powe rPo in t ®や PDF 書類を閲覧できます。

Of f ice文書やPDFの閲覧も可能

■  メール、ツイッター、ブログの新着を
　  快適チェック。すかさずメール返信・
　  コメント投稿する。

■  PCと同じ文書やWe bコンテンツを、
　  いろいろな場所でいつでも楽しむ。

本体内とウェブアルバム「Pi c a s a」のメディアファイルを自動で整理して表示。
そのまま動画再生したり、写真を鑑賞して楽しめます。

インターネット上の電子書籍サイトや And r o i d 向けアプリ、PDF ビューアーを利用
して電子書籍コンテンツを外出先などで楽しめます。

ブログ メール

ついっぷる for Android

ツイッター

さまざまなメディアを再生できる「ギャラリー」

F l a s h10 .1＊1対応により、PC 用のWebコンテンツを表現豊かに楽しめます。

PCと同じWebコンテンツを見られる「ブラウザ」を搭載

※すべてのファイルが正常に表示できることを保証するものではありません。
※ファイルの新規作成や編集には、別途アプリが必要です。

※すべてのWebコンテンツを正常に表示できることを保証するものではありません。
＊1：オンラインアップデートによる提供となります。

※コンテンツによってはご利用できない場合があります。ご利用可否については各電子書籍サイトへご確認ください。
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ふだん使っている文書やコンテンツを
外出先で見る・楽しむ

電子書籍を楽しむ

08

ウェブリメール for Android

ウィジェットをタップすると、アプリが起動して新着情報を表示

＊1：オンラインアップデートによる提供となります。



インターネットライフをもっと便利に楽しく
（Google  Mobile  Serviceアプリ）

Goo g le  マップ™を使えば周辺の情報をいつでも簡単に検索できます。GPSと電子

コンパスで現在地点を確認。ストリートビューで目的地の様子を見ることができます。

今いる場所を地図で表示する

探したい場所で「ランチセット」など好みのワードをGoogle  マップ™に入力するだけ。

現在地を自動で検出して周辺のお店の検索が簡単に行えます。さらに、Google マップ

ナビ™でルート検索も簡単。目的地まで「LifeTouch NOTE」のナビ画面を見ながら

移動できるので便利です。

レストランなどの周辺情報を簡単に検索、道順を調べる

HD映像でも
快適に視聴可能

①おすすめアプリ一覧 ②アプリ紹介

・Pic a s a  ・Gma i l™
・Ev e r n o t e

人気のAndr o id向けアプリを「andr ona v i」および「Andr o id  マーケット™」の2つ

のサービスを使い分けて、自由に検索。簡単にダウンロード、インストールしてすぐ

に楽しめます。

Android向けアプリを便利に検索してダウンロードする

「L i f e T o u c h  NOTE」 はオンラインや SD メモリーカード経由のほか、USB 接続

で、PCやスマートフォンなどとデータを共有して便利に活用できます。

PCやスマートフォンとデータ共有

7型ワイドの大画面とNVIDIA社製 Tegra™ 250 モバイルプロセッサの高いグラフィック

処理性能で、動画も高画質で楽しめます。Y o u T u b e ™のHD動画も快適に視聴

できます。

YouTube™を高画質で視聴できる

Gma i l™は、メールサーバ上に保存されたメールを参照

するので、PCや他の端末からも同じメールにアクセス

できます。また、複数のGo o g l e  アカウントに対応。

複数メールアドレスの受信も同時に行えます。

メールを複数アカウントで便利に利用する

■ andronavi
日々増加するAndroid向けアプリから、おすすめアプリを厳選して日本語で紹介。

充実のアプリレビューでお目当てのアプリがすぐに見つかります。

■ Android  マーケット™
世界中のたくさんのアプリから選んでダウンロード可能です。

■ PCからUSBケーブルでデータ転送
USBケーブルでPCと直接つなげば、「LifeTouch NOTE」をリムーバブルストレージ

として利用でき、PC側の操作でデータの共有が快適に行えます。PCの中の音楽や

映像、Of f iceやPDF書類のデータを簡単に持ち出して外出先で活用できます。

■ インターネットオンラインサービスを利用して
　 ファイルやデータの同期ができる
Picasa ウェブアルバム（写真）、Gmail™（メール）、

Ev e r n o t e（ドキュメント）などでは、オンライン上

のサーバにデータを保存してさまざまな端末から

利用できます。

自動同期

PCからは
リムーバブル

ストレージに見える
USBケーブル（別売）

※andronaviは、BIGLOBEが運営するAndroid搭載端末向けアプリ・コンテンツマーケットです。

※すべてのAndroid向けアプリの動作を保証するものではありません。

GPS・電子コンパスで現在地点を、
地図上で矢印表示してくれるので、
簡易ナビとしての利用が可能

Google マップ™
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多彩なAndroid向けアプリを利用する PCとデータを共有して活用できる

10

YouTube™

Gmail™

Android マーケット™



「L i f e T o u c h  NOTE」は、高速無線LAN（Wi -F i）機能を搭載。さらに、FOMA

ハイスピードモデルもラインアップ。場所や用途に応じた接続方法を利用して

快適にインターネットに接続できます。

ニーズに合わせて通信方法を使い分けられる

質量約699g＊1の軽量コンパクト。しかも角がないデザイン
だからバッグへの出し入れもスムーズ。ディスプレイが閉じ
られるので、バッグの中で画面部分が傷つく心配もありません。

モバイルにこだわったデザイン

7型ワイドタッチパネル付き液晶

7inch7 inch

便利なタッチペン収納

SDメモリー
カードスロット

わかりやすく知らせるLEDランプ

スピーカ（底面）

マイク

ライン出力/
マイクヘッドホン端子

miniUSB端子

メモカメラ

※各通信サービス事業者との契約が必要になります。

＊1：一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※一部のキーは特定のアプリのみでご利用いただけます。

※バッテリライフは、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。

＊1：Wi-F i モデル。

A t e r m  WR 8 3 7 0N（別売）

Wi-Fi内蔵FOMA携帯/N-02C
（別売）

■ 自宅で無線LAN接続する
自宅が光回線やADSLでインターネット
につながっていれば、無線LANルータ
を利用して手軽にインターネットに接続
できます。

■ どこでも快適に入力できるキーボード
タッチタイプしやすい 16.8mm ピッチ＊1/ キーストローク
1.6mmの 81キー日本語キーボードを採用。専用操作キーも
備えています。

■ 小物撮影にも便利なメモカメラ（200万画素）
簡単にスナップ写真が撮れる通常モードのほか、最短撮影距離 11cm のマクロモー
ドで、名刺など小物撮影にも便利に活用できます。キーボードのショートカットキーに
よるシャッター動作に対応し、ブレにくい撮影にも配慮しています。

■ モバイルルータで接続する
3G 高速データ通信サービスを行っている携帯キャリア
やWiMAXに対応するモバイルWi-Fi ルータでインター
ネットに接続できます。

■ 公共の無線LANスポットで接続する
各種店舗や駅・空港などに設置された無線LANスポットでは、公衆無線LANから
インターネットに接続できます。

LifeTouch NOTEで利用できる通信方法

自宅の無線LANやモバイルルータの接続情報を登録しておき、使用可能なアクセス

ポイントの中から、優先度の高いものに自動で接続するように設定できます。

場所に合った接続を自動選択できるオリジナルアプリ
「ワイヤレス自動接続」

さまざまな用途にも快適に使える充実のスペック

薄くてコンパクト！

■ バッテリライフ（Wi-Fiモデルの場合）■ オプション

■ 高性能NVIDIA® Tegra™ 250 モバイルプロセッサ搭載

1GHz＆デュアルコアプロセッサによる高速処理で快適操作。

■ FOMAハイスピードで接続する（NA75F/Aシリーズ）＊1
FOMAハイスピードモデルなら本体にドコモのFOMAカードを挿入して3G高速データ
通信が可能。全国の広いエリアでインターネットに接続できます。また、Wi-Fiテザリング
機能に対応しています。（詳細はホームページhttp:121ware.com/lt/をご覧ください。

■ FOMA携帯電話から接続する＊1

アクセスポイントモード対応のFOMA携帯電話があれば3G
高速データ通信サービスでインターネットに接続できます。

動画再生ホームページ閲覧 待機時間品名型番 希望小売価格（税込）

最長約 8時間最長約 9時間
PC-VP -WP36 -01
LT -AC-BP001
LT -AC-TP001

10 ,500 円
5,980 円
945円

ACアダプタ
バッテリパック（リチウムイオン）

タッチペン
約 4日間

モバイルW iMA Xルータ
A t e r m  WM3 5 0 0R（別売）

NECの無線LANルータ「Aterm WR8370N」
なら「らくらく無線スタート」で簡単設定！
接続設定もセキュリティ設定もボタンを押
すだけでOKです。

快適インターネット接続

LifeTouch NOTE ハードウェア
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＊1：FOMA ハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大 384kbps の通信となる場
合があります。FOMA ハイスピードエリア外の FOMA エリアにおいては、送受信ともに最大 384kbp s の
通信となります。



■ 商標について
GoogleおよびGoogle ロゴ、AndroidおよびAndroid ロゴ、Android マーケットおよびAndroid マーケット ロゴ、Picasaおよび
Picasa  ロゴ、GmailおよびGmail ロゴ、YouTubeおよびYouTube ロゴ、Google マップおよびGoogle マップ ロゴは、Google Inc.の
商標または登録商標です。NVIDIA、nVIDIAロゴ、Tegraは、NVIDIA Corporationの商標です。AdobeおよびFlashは、合衆国および
その他の国における商標または登録商標です。Microsof t、Windows、Excel、PowerPoin tは、米国Microso f t  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。らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
BIGLOBE、and r o n a v i、ウェブリメール、ウェブリブログは、NECビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。min iSD、
microSDは、SDアソシエーションの商標です。SDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。Blue too thワードマークとロゴは、Bluetooth 
SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。Amebaは、株式会社サイバーエージェントの登録商標
です。Seesaa  は、シーサー株式会社の登録商標です。JUGEMは、株式会社paperboy&co.の登録商標です。livedoor  Blogは、
株式会社ライブドアの登録商標です。gooブログは、NTTレゾナント株式会社の登録商標です。So - n e tブログは、ソネットエンタ
テインメント株式会社の登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャスト
システムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。CATALYST MOBILE® Reader はカタ
リスト・モバイル株式会社の製品です。Twit terはTwit ter,Incの商標または登録商標です。Evernoteは、エバーノート・コーポレーション
の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。mixiは、株式会社ミクシィの登録商標です。その他本冊子に記載されている
会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

冊子掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください

LifeTouch NOTE アプリ一覧LifeTouch NOTE 仕様一覧

■ 冊子についてのご注意
●この冊子で使用している商品は、本冊子および広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで
多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。 ●この冊子に記載された仕様、価格、
デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、ht t p :/ /121wa r e .c om/l t /でご
確認ください。 ●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
●この冊子に記載の機能を実現するために、別売のオプションが必要になる場合があります。 ●商品写真の大きさは同比率で
はありません。 ●画面はハメコミ合成です。 ●画面写真に使用した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。 ●プリインストールおよび、添付ソフトウェア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。

■ 商品についてのご注意
●本冊子に掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。 ●本冊子に掲載の商品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技
術装置です。 ●本商品には、有寿命部品（LCDなど）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守によ
る部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。特に
記載のない限り有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約
5年です。  ●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。  ●本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。 
●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当
社では海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。 ●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。 ●リチウムイオンバッテリについては http://it. jeita.or. jp/perinfo/commit tee/pc/bat tery/menu1.htmを
ご参照ください。

■ 電波に関するご注意
［ワイヤレスLAN、Blue too th®対応商品］
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響
を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。 ●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペース
メーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

［ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11b／IEEE802.11g／IEEE802.11n、Blue too th®対応商品］
●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、
他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無
線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 ●IEEE802.11b／IEEE802.11g／IEEE802.11n
規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本商品と
「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変え
るか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。 ●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた
場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

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、画面の一部にドット抜け（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。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

■ 著作権などに関するご注意
●お客様が本商品を利用して、本人の同意を得ずに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインター
ネット上に掲載し不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
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（SDカードなど）
に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されました
データなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作、サービスの変更など
により、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負い
かねますので、あらかじめご了承ください。また、修理などの際にも、初期化などの作業によりお客様が作成されましたデータを
消去させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2.4DS.OF 4
ワイヤレスLAN（2.4GHz）

2.4 FH 1
Bluetooth®

標準搭載アプリ

Google
Mobile
Sarvice
アプリ＊1

各種アプリ
ユーティリティ

＊1：Goog leの認証を取得して搭載しています。
＊2：FOMAハイスピードモデルのみ。　※一部アプリケーションについては、オンラインアップデートによる提供となります。

カメラ

連絡先

電卓

設定

時計

音楽

メッセージ＊2

Gmail™ 

Google マップ ナビ™

Google™ 検索 

ブラウザ

ギャラリー

カレンダー

ニュースと天気

Google 音声検索™ 

Speech Recorder

Google トーク™ 

Google マップ ™ 

YouTube™

Android マーケット™ 

ライフノート

日本語入力システム「ATOK for LifeTouch NOTE」

FontAvenue  

お気に入りチェッカー

Evernote 

andronavi 

ウェブリメール for Android

ついっぷる for Android 

Adobe® Flash® Player 10.1

CATALYST MOBILE® Reader

ワイヤレス自動接続 

キーバインド変更機能 

オンラインアップデート

SDカードアップデート

らくらく無線スタート

◆

◆

◆

ホームページを見る

写真を撮影する

電卓機能

OSの設定を行う

録音機能

チャット機能 

ホームページを検索する 

写真や映像を管理・視聴する

スケジュールを管理する

ニュースや天気予報の配信サービス

電子メールアドレスや住所などを管理する

時計を表示したり、アラームを設定する

音声入力でホームページやアプリなどの検索を行う

音楽ファイルの管理や再生機能

SMSを送受信するアプリ

Gmail™アカウントのメールを送受信する

オンライン地図および経路検索、GPS連動の簡易ナビ機能 

ナビゲーション機能（音声ナビ付き） 

オンライン動画YouTube™を視聴 

Android向けアプリのダウンロード・インストール・アップデートを行う

ＰＣと同じ使い勝手で入力し、ブログなどへの直接投稿が可能な文章入力アプリ

快適な日本語入力を実現

読みやすい美麗な日本語フォント

メールやブログ、Twitterの新着・更新状況を知らせるウィジェット

メモや写真などをインターネット上に保存し、LifeTouch NOTEやPCなどの機器で共有する

Android向けアプリの日本語での紹介やダウンロードなどを行う

Gmail以外のメールアドレスも受信できる、使いやすい2ペイン表示のメールクライアント

使いやすい2ペイン表示のTwitterクライアント

Webブラウザ上でFlashコンテンツを再生する組み込みアプリ

Word、Excel®、PowerPoint®、 PDFファイルの閲覧ができるビューアーアプリ

各々の場所で最適なWi-Fiネットワークを選択して自動接続

Alt、Fn、Ctrlキーのキーアサインを自由に変更できるユーティリティ

アプリのインストールやアップデートをインターネットから行うアプリ

アプリのインストールやアップデートをSDカードから行うアプリ

ワイヤレスLANの設定をする

◆印のアプリのみサポートを行っております（NEC製アプリなど）。本商品に添付されたアプリは、同一商品名で公開・配布・販売されているものと機能や仕様の面で
異なる場合があります。

＊1：IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11b/gはWEP(64/128bit )、WPA-PSK(TKIP/AES)、
WPA2-PSK(AES)対応です。5GHz帯ワイヤレスLANには対応しておりません。　＊2：本機のBluetooth機能は、Bluetooth標準規格
Ver2.1＋EDR準拠（Class2）です。また、対応しているプロファイルは次の通りです。A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）、
AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）、OPP（Object Push Profile） 使用したいBluetooth機器に、本機のBluetooth機
能が対応しているか確認してください。＊3：本機に搭載されているUSBは、PCとのデータ交換専用となっています。USB接続のプリンタ、マ
ウスなどの周辺機器はご利用いただけません。また、USBからの充電には対応していません。　＊4：「マルチメディアカード(MMC)」はご利
用できません。すべてのSDメモリーカード、SDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。　＊5：バッテリ駆動時間や
充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。＊6：当社規定の方法に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい
測定条件は、ホームページ http://121wa re.com/lt/battery/をご覧ください。＊7：マルチタッチには対応しておりません。　＊8：ISO13406-2
の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。

LT-NA75F1AB
LT-NA75F1AR
LT-NA75F1AC

LT-NA70W1A

Android 2.2
FOMAハイスピードモデル Wi-Fiモデル

NVIDIA® Tegra™ 250モバイルプロセッサ
1GHz
2コア
7型ワイドLED液晶、タッチパネル搭載＊7 
800×480ドット（LCDドット抜けの割合＊80.00035%以下）

16GB（内蔵8GB＋SDHCカード8GB）

内蔵モノラルスピーカ（0.5W）
高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11b/g/n準拠）＊1 
Bluetooth® Ver2.1+EDR準拠（Class2）本体内蔵＊2

本体一体型（キーピッチ16.8mm、キーストローク1.6mm）、QWERTY配列81キー
ポインティングデバイス（確定スイッチ機能付き）標準装備
GPS、電子コンパス、加速度センサ 
200万画素 
USB 2.0、クライアント機能＊3

3.5mmステレオヘッドフォンミニジャック（マイク・ライン出力兼用）

SDメモリーカード（SDHCメモリーカード）スロット×1＊4

234（W）×138（D）×25（H） mm
約699g約723g
ホームページ閲覧最長約9時間
動画再生最長約8時間
YouTube™動画再生最長約7時間 

ホームページ閲覧最長約6.5時間  
動画再生最長約8時間 
YouTube™動画再生最長約5.5時間 
約4時間

リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）

5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
ACアダプタ、マニュアル

VCCI ClassB

 FOMA® HIGH-SPEED
 対応ワイヤレスWAN内蔵
（受信最大7.2Mbps、
 送信最大5.7Mbps）

 4GB
（内蔵2GB＋SDカード2GB）

-

入力装置

センサ 
メモカメラ

外部インターフェイス

外形寸法
質量　

バッテリ＊5

電源　
電波障害対策 
温湿度条件　

主な添付品　

型番

モデル
プラットフォーム

プロセッサ　

表示機能

動作周波数
コア数
内蔵ディスプレイ
表示解像度

スピーカ

Bluetooth

FOMA®ハイスピード

キーボード

miniUSB
サウンド関連

カードスロット

駆動時間＊6 

充電時間

本体（バッテリパック含む）
本体（突起部除く）

ポインティングデバイス

Wi-Fi（ワイヤレスLAN）

データストレージ　

サウンド機能

通信機能
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◆

◆

◆

◆

◆

NA75F/1Aシリーズ NA70W/1ANA75W/1Aシリーズ型名
LT-NA75W1AB
LT-NA75W1AR
LT-NA75W1AC



プラットフォーム型名 プロセッサ 表示機能 データストレージ 通信機能 センサ入力装置 メモカメラ 質量インターフェイス バッテリ駆動時間/
充電時間

NA75F/1Aシリーズ

4GB（内蔵2GB＋
SDメモリーカード2GB）

Wi-Fi（ワイヤレスLAN）
Bluetooth® 対応

キーボード
（QWERTY配列81キー）
ポインティングデバイス

タッチパネル

FOMA®ハイスピード
Wi-Fi（ワイヤレスLAN）
Bluetooth® 対応

NA75W/1Aシリーズ Android 2.2
7型ワイド液晶

（800×480ドット）
タッチパネル搭載

GPS
電子コンパス
加速度センサ 本体

（バッテリパック含む）
約699g

本体
（バッテリパック含む）

約723g

最長約8時間
（動画再生）/
約4時間 miniUSB 2.0

（クライアント接続）
3.5mmステレオ

ヘッドフォンミニジャック
SDメモリーカード

（SDHCメモリーカード）
スロット×1

200万画素 
最長約9時間

（ホームページ閲覧）/
約4時間 

16GB
（内蔵8GB＋

SDHCメモリーカード8GB）NVIDIA® Tegra™ 250
モバイルプロセッサ
（1GHz、2コア）

NA70W/1A

L i feTouch NOTE　スペック

ライフタッチ ノート
2011.5

Cat.NO.APC266 1102015021ADDP
この冊子の記載内容は2011年5月現在のものです。

ご用命は充実したサービスの当店へ
本冊子掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

ご使用の際は、商品に添付のマニュアル（取扱説明書）の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。安全に関するご注意

【購入相談】受付時間 9：00～17：00（年中無休）
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

◎携帯電話・PHS・IP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6000（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。　※最新の情報はhttp://121ware.com/121cc/でご確認ください。

121コンタクトセンター

NEC あんしんサービス便安心サポート

http://121ware.com/lt/

使い方相談＊1
 （ご購入後1年間無料） 修理サービス＊2

◎携帯電話・PHS・IP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。　※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※サービス内容は、予告なしに変更する場合があります。 ＊1：お客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。 ＊2：修理サービスは、代替品との装置交換となる場合があります。

121コンタクトセンター  　　　 　　0120-977-121
受付時間 9：00～19:00（年中無休）

121コンタクトセンター  受付時間 9：00～21：00（年中無休）

電話での対応もおまかせ 修理受付 / 故障品をスムーズに宅配便でお引取り

※実際の商品とは一部デザインが異なります。




