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走り続けるあなたのそばに。



あなたの"やりたい"をかなえる充実   

※さらに詳しくは、   P.27をご覧ください。

愛され続けるには、理由が  

N EC初の本格パソコン
PC - 8 0 01(19 7 9年 )
未来技術遺産認定

「キューハチ」と呼ばれた国民機
PC - 9 8 01(19 82年 )
未来技術遺産認定
情報処理技術遺産認定

世界初 ＊1のカラーノート
PC - 9 8 01N C (19 91年 )

T VやFA Xを搭載した
マルチメディアパソコン
C a n B e（19 9 4年）

シンプルさを基調とした
コンセプトパソコン
s i m p l e m（19 9 9年）

02

「個人が簡単に使えるコンピュータがほしい」̶ ̶そう願う人たちのために、

1979 年、NEC は本格パーソナルコンピュータ「PC-8001」を発売。

その後、日本語の高速処理を実現した「PC-9801」、 という言葉を世に広めた「PC-98   01N」

世界で初めて＊1発売されたカラーノートパソコン「PC-9801NC」、世界最軽量＊2の「LAVIE Hybr id   

時代をリードする製品を次々と生み出してきました。もちろん、追い求めたのは技術だけではありません。

誰もが安心して楽しく使えるように、品質にもこだわり、さらにサポートも充実させてきました。その結果、国    内販売シェア No.1をいた

この先も、お客様に愛される製品・サービスを提供してまいります。

37年間、ひたむきに挑戦をくり返して

NECでは、購入　
いただける電話　
の使い方・活用　
す(有償)。また、　
をおこない、いつ　
供しています。

安心して長く使える製品を。

NECパソコンは、開発・生産工程におい
て厳しい品質管理を徹底。開発時の耐
久試験や、生産前の部品検査、生産中・
出荷前の稼働試験など、何重にも及ぶ
検査により、安心してお使いいただける
製品を生産しています。

＊1：1991年、TFTカラー液晶を搭載したノートパソコンを世界で初めて発売。 ＊2：2017年1月17日現在、13.3型ワイド液晶搭載2in1ノートＰＣとして世界最軽量。 　 　 　 　



    のサポート。

※さらに詳しくは、    P.34～35をご覧ください。

が  ある。

世界初 ＊3、画面から音が出る
ノートパソコン
PC - L S9 0 0 8 E ( 2 0 0 4年 )
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「PC-98   01N」、

LAVIE Hybr id    ZERO」シリーズなど、

その結果、国    内販売シェア No.1をいただけるようになりました。

NECでは、購入　 　後の期間にかかわらず、相談料無料でご利用
いただける電話　 　サポートをご用意。さらに、他社製周辺機器と
の使い方・活用　 　方法などをご案内する窓口もご用意していま
す(有償)。また、　 　Webでもトラブル解決に役立つ情報の発信
をおこない、いつ　 　でもお客様のトラブルを解決できる環境を提

国内販売シェアNo.1＊。
高い技術と手厚いサポートが評価され、お客様の
信頼を築き上げてきたNEC。おかげさまで、国内
販売シェアNo.1＊をいただくことができました。
＊：デスクトップPC部門13年連続。ノートPC部門6年連続。
GfK Japan 調べ。

。 　 　 　 　 ＊3：2004年、画面から音が出る「SoundVu®」を搭載したノートパソコンを世界で初めて発売。

世界最軽量＊2ノートパソコン
PC - H Z 3 5 0 G A S ( 2 017年 )

こちらから動画をご覧ください。
http://nec- lavie.jp/brand/history/



※写真はNS850/FABです。

基
本
性
能

質量＊4

ワイヤレス機能

電源＊6

主な添付品

消費電力 標準時＊7／最大時

バッテリ駆動時間（JEITA 2.0）

外形寸法
（本体）（突起部、バンプ部除く）

対応メモリーカード

BD/DVD/CDドライブ

サウンド

快適・便利機能

ハードディスク/SSD/
内蔵フラッシュメモリ

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

統合アプリ

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊8

ラインアップ
メテオグレー ムーンシルバー アクアブルー パールホワイトプレシャスゴールド ストームブラック ムーンシルバー

HZ750/GAB
HZ750/GAS
HZ750/GAG

HZ550/GAB
HZ550/GAS
HZ550/GAG

HZ350/GAB
HZ350/GAS
HZ350/GAG

HZ330/GAS

P.8 P.10 P.12 P.14 P.16

HZ300/GAB
HZ300/GAS

NM550/GAL
NM550/GAW

NM350/GAL
NM350/GAW

NM150/GAL
NM150/GAW

※写真はHZ750/GAシリーズです。 ※写真はHZ300/GASです。

NS100/G2W
NS100/G1W＊1

NS850/FAB
NS750/GAB
NS750/GAW
NS750/GAR
NS750/GAV

NS700/GAB
NS700/GAW
NS700/GAR

NS550/GAB
NS550/GAW
NS550/GAR

NS350/GAB
NS350/GAW
NS350/GAR

NS150/GAB
NS150/GAW
NS150/GAR

USB 3.1、パワーオフUSB充電機能 USB 3.0、パワーオフ      USB充電機能

Webカメラ（フロント、リア）Webカメラ Webカメラ

マニュアル、ACアダプタ、保証書 マニュアル、ACアダプタ、      保証書

約6.4W／約45W 約3.7W／約36W 約3.6W／約36W

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

約6.5時間＊5 約12.0時間＊5 約13.0時間＊5約5.5時間＊5（本体のみ）、
約10.3時間＊5（キーボード装着時）

約769g

約10.0時間＊5

約831g 約904g

305（W）×205（D）×16.9（H）mm 270（W）×178（D）      ×18.5（H）mm
292（W）×192.5（D）×7.6（H）mm

294（W）×206.5（D）×
13.4～17.9（H）mm

（キーボードに装着し閉じた場合）

約410g（本体のみ）
約798g（キーボード装着時）

約398g（本体のみ）
約786g（キーボード装着時）

USB 3.0（Type-C）、パワーオフUSB充電機能

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、
照度センサ、GPS

ステレオスピーカ（1W＋1W）
ヤマハ製 AudioEngine™ ステレオスピーカ（1W＋1W）      ヤマハ製 AudioEngine™ステレオスピーカ（1W＋1W）

microSDXCメモリーカード（UHS-II対応）

8GB（オンボード）
デュアルチャネル対応（最大8GB）

4GB（オンボード）
（最大4GB） 4GB（オンボード） デュアル        チャネル対応（最大4GB）

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SDXCメモリーカード（UHS-II対応） SDXCメモリーカード

SSD 約128GB SSD 約128GBSSD 約256GB SSD 約256GB内蔵フラッシュメモリ 約128GB

13.3型ワイド フルHD（狭額縁） 11.6型ワイド フルHD 11.6型ワイド フルHD（狭額縁）

ー

ー

ー

1920×1080ドット 1920×1080ドット

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

LTE/3G（SIMフリー）＊3
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

第7世代 
Core™ i7-7500U
2.70GHz（最大3.50GHz）

［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i5-7200U
2.50GHz（最大3.10GHz）

［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i3-7100U

2.40GHz
［2コア/4スレッド］

第6世代 Core™ m3-6Y30
0.90GHz（最大2.20GHz）

［2コア/4スレッド］

別売、専用オプション（DVDスーパーマルチドライブ 型番：PC-AC-DU008C）
ー

別売、専用オプション（DVDスーパーマルチ       ドライブ 型番：PC-AC-DU008C）

Windows 10 Home

Office Home ＆ Business Premium      プラス Office 365 サービス

Windows 10 Home

広視野角（IPS）・ノングレア 広視野角（IPS）・ノングレア

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応

（最大16GB）［空きスロット：0］

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SDXCメモリーカード（UHS-II対応） SDXCメモリーカード

約1TB 約500GB約1TB（SSHD＊2）

NFC、ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®
ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）、Bluetooth® 

Office Personal Premium
プラス Office 365 サービス＊1

第7世代 
Core™ i7-7500U

2.70GHz（最大3.50GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代 
Core™ i5-7Y54

1.20GHz（最大3.20GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代 
Core™ m3-7Y30

1.00GHz（最大2.60GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i3-7100U

2.40GHz
［2コア/4スレッド］

Celeron® 3855U
1.60GHz［2コア/2スレッド］

Pentium® 4410Y
1.50GHz［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i5-7200U

2.50GHz（最大3.10GHz）
［2コア/4スレッド］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）［空きスロット：1］

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）

［空きスロット：1］

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ2W＋2W ウ－ファ4W

（FR-Port™方式）］
ヤマハ製 AudioEngine™

USB 3.1（Type-C）、給電機能対応 USB 3.0、パワーオフUSB充電機能

防滴フローティングキーボード

USB 3.0

Webカメラ、手書きでお助けパッド機能

防滴アイソレーションキーボード アイソレーションキーボード

Webカメラ

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ
（1.5W＋1.5W）

ヤマハ製
AudioEngine™

ステレオスピーカ
（1.5W＋1.5W）

タッチパネルタッチパネル ー

ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

Windows 10 Home

Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池（単三アルカリ：1本 マウス用） USB光センサーマウス

マニュアル、ACアダプタ、保証書

Bluetooth® レーザーマウス、
乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用）

約15W／約65W 約7.1W／約45W約7.4W／約45W約7.6W／約45W約8.7W／約45W約13W／約65W

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

約4.3時間＊5 約4.8時間＊5 約6.4時間＊5 約6.6時間＊5 約5.7時間＊5 約6.0時間＊5

約2.7kg 約2.5kg 約2.4kg

382(W)×270(D)×
26.2(H)mm 382(W)×270(D)×25.7(H)mm 385.6(W)×258(D)×22.6(H)mm

M区分 0.014
（AAA）

M区分 0.015
（AAA）

M区分 0.024
（AAA）

M区分 0.022
（AAA）

M区分 0.020
（AAA）

M区分 0.051
（AAA）

M区分 0.034
（AAA）

N区分 0.015
（AAA）

R区分 0.016
（AAA）

R区分 0.021
（AAA）

S区分 0.018
（AAA）

S区分 0.017
（AAA）

約6.9W／約45W 約5.6W／約45W

S区分 0.011
（AAA）

S区分 0.013
（AAA）

S区分 0.022
（AAA）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

クリスタルブラック クリスタルレッド
クリスタルグリーンクリスタルホワイト

クリスタルブラック クリスタルレッドクリスタルホワイト
スターリーブラック

ルミナスレッド
エクストラホワイト ホワイト

フルフラット
スーパーシャインビュー 
広視野角（IPS）

15.6型ワイド
Ultra HD 4K

3840×2160ドット

スーパーシャインビュー
スーパーシャイン

ビューEX2
広視野角（IPS）

スーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

スーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

15.6型ワイド フルHD 15.6型ワイド HD

1920×1080ドット 1366×768ドット
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本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。［例］型名：HZ750/GAB→型番：PC-HZ750GAB

＊1：NS100/G1WのみOffice Personal Premium プラス Office 365 サービスとなります。　＊2：NAND型フラッシュメモリをハードディスクに内蔵。キャッシュメモリとして使用するためお客様がデータを保存したりアプリをインストールするなどの 使用はできません。　＊3：LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）との契約が別途必要になります。接続確認情報はホームページ（http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/
share/simcard/zero.html）をご覧ください。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、 技術規格上の最大通信速度とは異なります。詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）へお問い合わせください。　＊4：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊5：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法

（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊6：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　＊7：出荷構成（添付品、周辺機器の 接続なし）でOSを起動させた状態での測定値です。　＊8：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された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位 ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。
省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。       Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



※写真はNS850/FABです。

基
本
性
能

質量＊4

ワイヤレス機能

電源＊6

主な添付品

消費電力 標準時＊7／最大時

バッテリ駆動時間（JEITA 2.0）

外形寸法
（本体）（突起部、バンプ部除く）

対応メモリーカード

BD/DVD/CDドライブ

サウンド

快適・便利機能

ハードディスク/SSD/
内蔵フラッシュメモリ

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

統合アプリ

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊8

ラインアップ
メテオグレー ムーンシルバー アクアブルー パールホワイトプレシャスゴールド ストームブラック ムーンシルバー

HZ750/GAB
HZ750/GAS
HZ750/GAG

HZ550/GAB
HZ550/GAS
HZ550/GAG

HZ350/GAB
HZ350/GAS
HZ350/GAG

HZ330/GAS

P.8 P.10 P.12 P.14 P.16

HZ300/GAB
HZ300/GAS

NM550/GAL
NM550/GAW

NM350/GAL
NM350/GAW

NM150/GAL
NM150/GAW

※写真はHZ750/GAシリーズです。 ※写真はHZ300/GASです。

NS100/G2W
NS100/G1W＊1

NS850/FAB
NS750/GAB
NS750/GAW
NS750/GAR
NS750/GAV

NS700/GAB
NS700/GAW
NS700/GAR

NS550/GAB
NS550/GAW
NS550/GAR

NS350/GAB
NS350/GAW
NS350/GAR

NS150/GAB
NS150/GAW
NS150/GAR

USB 3.1、パワーオフUSB充電機能 USB 3.0、パワーオフ      USB充電機能

Webカメラ（フロント、リア）Webカメラ Webカメラ

マニュアル、ACアダプタ、保証書 マニュアル、ACアダプタ、      保証書

約6.4W／約45W 約3.7W／約36W 約3.6W／約36W

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

約6.5時間＊5 約12.0時間＊5 約13.0時間＊5約5.5時間＊5（本体のみ）、
約10.3時間＊5（キーボード装着時）

約769g

約10.0時間＊5

約831g 約904g

305（W）×205（D）×16.9（H）mm 270（W）×178（D）      ×18.5（H）mm
292（W）×192.5（D）×7.6（H）mm

294（W）×206.5（D）×
13.4～17.9（H）mm

（キーボードに装着し閉じた場合）

約410g（本体のみ）
約798g（キーボード装着時）

約398g（本体のみ）
約786g（キーボード装着時）

USB 3.0（Type-C）、パワーオフUSB充電機能

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、
照度センサ、GPS

ステレオスピーカ（1W＋1W）
ヤマハ製 AudioEngine™ ステレオスピーカ（1W＋1W）      ヤマハ製 AudioEngine™ステレオスピーカ（1W＋1W）

microSDXCメモリーカード（UHS-II対応）

8GB（オンボード）
デュアルチャネル対応（最大8GB）

4GB（オンボード）
（最大4GB） 4GB（オンボード） デュアル        チャネル対応（最大4GB）

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SDXCメモリーカード（UHS-II対応） SDXCメモリーカード

SSD 約128GB SSD 約128GBSSD 約256GB SSD 約256GB内蔵フラッシュメモリ 約128GB

13.3型ワイド フルHD（狭額縁） 11.6型ワイド フルHD 11.6型ワイド フルHD（狭額縁）

ー

ー

ー

1920×1080ドット 1920×1080ドット

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

LTE/3G（SIMフリー）＊3
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

第7世代 
Core™ i7-7500U
2.70GHz（最大3.50GHz）

［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i5-7200U
2.50GHz（最大3.10GHz）

［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i3-7100U

2.40GHz
［2コア/4スレッド］

第6世代 Core™ m3-6Y30
0.90GHz（最大2.20GHz）

［2コア/4スレッド］

別売、専用オプション（DVDスーパーマルチドライブ 型番：PC-AC-DU008C）
ー

別売、専用オプション（DVDスーパーマルチ       ドライブ 型番：PC-AC-DU008C）

Windows 10 Home

Office Home ＆ Business Premium      プラス Office 365 サービス

Windows 10 Home

広視野角（IPS）・ノングレア 広視野角（IPS）・ノングレア

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応

（最大16GB）［空きスロット：0］

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SDXCメモリーカード（UHS-II対応） SDXCメモリーカード

約1TB 約500GB約1TB（SSHD＊2）

NFC、ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®
ワイヤレスLAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）、Bluetooth® 

Office Personal Premium
プラス Office 365 サービス＊1

第7世代 
Core™ i7-7500U

2.70GHz（最大3.50GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代 
Core™ i5-7Y54

1.20GHz（最大3.20GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代 
Core™ m3-7Y30

1.00GHz（最大2.60GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i3-7100U

2.40GHz
［2コア/4スレッド］

Celeron® 3855U
1.60GHz［2コア/2スレッド］

Pentium® 4410Y
1.50GHz［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i5-7200U

2.50GHz（最大3.10GHz）
［2コア/4スレッド］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）［空きスロット：1］

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）

［空きスロット：1］

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ2W＋2W ウ－ファ4W

（FR-Port™方式）］
ヤマハ製 AudioEngine™

USB 3.1（Type-C）、給電機能対応 USB 3.0、パワーオフUSB充電機能

防滴フローティングキーボード

USB 3.0

Webカメラ、手書きでお助けパッド機能

防滴アイソレーションキーボード アイソレーションキーボード

Webカメラ

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

ステレオスピーカ
（1.5W＋1.5W）

ヤマハ製
AudioEngine™

ステレオスピーカ
（1.5W＋1.5W）

タッチパネルタッチパネル ー

ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

Windows 10 Home

Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池（単三アルカリ：1本 マウス用） USB光センサーマウス

マニュアル、ACアダプタ、保証書

Bluetooth® レーザーマウス、
乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用）

約15W／約65W 約7.1W／約45W約7.4W／約45W約7.6W／約45W約8.7W／約45W約13W／約65W

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

約4.3時間＊5 約4.8時間＊5 約6.4時間＊5 約6.6時間＊5 約5.7時間＊5 約6.0時間＊5

約2.7kg 約2.5kg 約2.4kg

382(W)×270(D)×
26.2(H)mm 382(W)×270(D)×25.7(H)mm 385.6(W)×258(D)×22.6(H)mm

M区分 0.014
（AAA）

M区分 0.015
（AAA）

M区分 0.024
（AAA）

M区分 0.022
（AAA）

M区分 0.020
（AAA）

M区分 0.051
（AAA）

M区分 0.034
（AAA）

N区分 0.015
（AAA）

R区分 0.016
（AAA）

R区分 0.021
（AAA）

S区分 0.018
（AAA）

S区分 0.017
（AAA）

約6.9W／約45W 約5.6W／約45W

S区分 0.011
（AAA）

S区分 0.013
（AAA）

S区分 0.022
（AAA）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

クリスタルブラック クリスタルレッド
クリスタルグリーンクリスタルホワイト

クリスタルブラック クリスタルレッドクリスタルホワイト
スターリーブラック

ルミナスレッド
エクストラホワイト ホワイト

フルフラット
スーパーシャインビュー 
広視野角（IPS）

15.6型ワイド
Ultra HD 4K

3840×2160ドット

スーパーシャインビュー
スーパーシャイン

ビューEX2
広視野角（IPS）

スーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

スーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

15.6型ワイド フルHD 15.6型ワイド HD

1920×1080ドット 1366×768ドット
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本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。［例］型名：HZ750/GAB→型番：PC-HZ750GAB

＊1：NS100/G1WのみOffice Personal Premium プラス Office 365 サービスとなります。　＊2：NAND型フラッシュメモリをハードディスクに内蔵。キャッシュメモリとして使用するためお客様がデータを保存したりアプリをインストールするなどの 使用はできません。　＊3：LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）との契約が別途必要になります。接続確認情報はホームページ（http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/
share/simcard/zero.html）をご覧ください。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、 技術規格上の最大通信速度とは異なります。詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）へお問い合わせください。　＊4：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊5：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法

（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊6：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　＊7：出荷構成（添付品、周辺機器の 接続なし）でOSを起動させた状態での測定値です。　＊8：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された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位 ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。
省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。       Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



基
本
性
能

ワイヤレス機能

対応メモリーカード
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快適・便利機能
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基
本
性
能

DA970/GAB

ラズベリーレッドファインホワイトファインブラック ラズベリーレッドファインホワイトファインブラック

TV機能

地上デジタルハイビジョン
テレビ放送最長録画時間

DA770/GAB
DA770/GAW
DA770/GAR

DA370/GAB
DA370/GAW
DA370/GAR

DA570/GAB  DA350/GAW DT750/FAW DT150/FAW

ホワイト ホワイトラインアップ

質量＊3

電源＊5

主な添付品

バッテリ駆動時間（JEITA 2.0）

外形寸法
（本体）（突起部、バンプ部除く）

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊7

消費電力 標準時＊6／最大時

P.22P.20 P.26

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SDXCメモリーカード（UHS-II対応）

約1TB約4TB 約1TB約3TB 約3TB

第7世代 
Core™ i7-7500U

2.70GHz（最大3.50GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i5-7200U

2.50GHz（最大3.10GHz）
［2コア/4スレッド］

Celeron® 3865U
1.80GHz［2コア/2スレッド］

Office
Personal Premium

プラス Office 365 サービス

第6世代 
Core™ i7-6700

3.40GHz（最大4GHz）
［4コア/8スレッド］

第6世代
Core™ i3-6100

3.70GHz
［2コア/4スレッド］

DVD
スーパーマルチドライブ

（DVD-R/+R 2層書込み対応）

ステレオスピーカ
（2W＋2W）

ステレオスピーカ
（1W＋1W）

Office
Home ＆ Business
Premium プラス

Office 365 サービス

Office
Personal Premium

プラス Office
365 サービス

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

SDXCメモリーカード

スーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応

（最大32GB）［空きスロット：0］

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大32GB）［空きスロット：1］

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応

（最大32GB）［空きスロット：2］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大32GB）［空きスロット：3］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大32GB）［空きスロット：1］

HDMI入力端子

USB 3.0、パワーオフUSB充電機能USB 3.1、パワーオフUSB充電機能

Webカメラ
USB 3.0

ワイヤレスアイソレーションキーボード フロントアクセス

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ3W+3W（FR-Port™方式）］

ヤマハ製 AudioEngine™

YAMAHAサウンドシステム ハイレゾ対応
[スピーカ 5.5W+5.5W(フルレンジ：3W×2、

ツイーター：2.5W×2](FR-Port™方式)
ヤマハ製 AudioEngine™

ブルーレイディスクドラ    イブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチ     ドライブ機能付き）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

地上・BS・110度CSデジタルTV
4チューナ＊1

地上・BS・110度CSデジタルTV
ダブルチューナ＊1

地上・BS・110度CSデジタルTV
シングルチューナ＊1

23.8型ワイド フルHD（狭額縁）23.8型ワイド 
Ultra HD 4K（狭額縁） 23型ワイド フルHD 19.5型ワイド HD＋

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー ー

1920×1080ドット3840×2160ドット 1920×1080ドット

ノングレア
広視野角（IPS）

1600×900ドット

Windows 10 Home Windows 10 Home

約5785時間
（セミファインロング）＊2

約4302時間
（セミファインロング）＊2

約2691時間
（セミファインロング）＊2

約845時間
（セミファインロング）＊2

マニュアル、ACアダプタ、min    iB-CASカード、無線リモコン、
乾電池(単三アルカリ：5本 キーボ    ード・マウス・リモコン用)、保証書

マニュアル、電源コード、DisplayPort-
DVI-D（シングルリンク）変換アダプタ、保証書

マニュアル、ACアダプタ、乾電池
(単三アルカリ：3本 キーボード・マウス用)、保証書

約51W／約135W 約32W／約65W 約29W／約65W 約20W／約210W 約18W／約174W約25W／約65W

＊8

546（W）×200（D）×416／446（H）mm
（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時／カメラ利用時）

553（W）×293（D）×448（H）mm（本体可動範囲寸法）
546（W）×190（D）×391／418（H）mm（ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時／カメラ利用時）

546（W）×252（D）×372（H）mm（ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時）

AC100V±10%、50/60Hz AC100V±10%、50/60Hz

88（W）×382（D）×338（H）mm
142（W）×390（D）×374（H）mm

（スタビライザ設置時）

約8.7kg 約9.0kg 約8.8kg 約8.6kg 約5.3kg 約5.2kg

T区分 0.039（AAA） T区分      0.034（AAA） T区分 0.065（AA）

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

＊9

HF750/DAB HF350/DAB
HF350/DAW

HF150/DAB
HF150/DAW

ピュアブラック ピュアホワイト

P.18

ー

ー

Bluetooth® キーボード

Webカメラ

USB 3.0、パワーオフUSB充電機能

約12W／約45W 約8.7W／約45W約9.6W／約45W

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

約3.5時間＊4 約4.2時間＊4

約3.0kg（キーボード含む）

マニュアル、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、
乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用）、保証書

380（W）×145（D）×277（H）mm（ディスプレイ最小傾斜時）
380（W）×280（D）×33（H）mm（ディスプレイ水平時）

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）

［空きスロット：1］

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SDXCメモリーカード（UHS-II対応）

約1TB

15.6型ワイド フルHD

タッチパネル

1920×1080ドット

DVDスーパー
マルチドライブ

（DVD-R/+R 2層書込み対応）
ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

M区分 0.044（AAA） M区分 0.050（AAA） M区分 0.065（AAA）

NFC、ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

第6世代 
Core™ i7-6500U
2.50GHz（最大3.10GHz）

［2コア/4スレッド］

第6世代
Core™ i3-6100U
2.30GHz［2コア/4スレッド］

Celeron® 3855U
1.60GHz［2コア/2スレッド］

Windows 10 Home

フルフラットスーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

フルフラット
スーパーシャインビュー EX2
広視野角（IPS）
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本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。［例］型名：DA970/GAB→型番：PC-DA970GAB

＊1：BS・110度CSデジタル放送用アンテナへの電源供給機能がありません。このため別途「電源供給器」が必要な場合があります。詳細はホームページ（http://nec-lavie.jp/products/common/dtv/）で事前にご確認ください。　＊2：出荷時の 内蔵ハードディスクの録画可能容量に録画した場合のめやす時間です。録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。　＊3：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊4：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間
測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊5：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　＊6：出荷構成（添付品、周辺 機器の接続なし）でOSを起動させた状態での測定値です。　＊7：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された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位　ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示して
おります。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。　＊8：本製品は省エネ法の対象外です。　＊9：当社はハイレゾ普及に向け、ハイレゾモデルには、日 本オーディオ協会が推奨するこのロゴを冠し推進しています。

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。       Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



基
本
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能

ワイヤレス機能

対応メモリーカード

BD/DVD/CD
ドライブ

サウンド

快適・便利機能

ハードディスク

メモリ

CPU

ディスプレイ

OS

統合アプリ

基
本
性
能

DA970/GAB

ラズベリーレッドファインホワイトファインブラック ラズベリーレッドファインホワイトファインブラック

TV機能

地上デジタルハイビジョン
テレビ放送最長録画時間

DA770/GAB
DA770/GAW
DA770/GAR

DA370/GAB
DA370/GAW
DA370/GAR

DA570/GAB  DA350/GAW DT750/FAW DT150/FAW

ホワイト ホワイトラインアップ

質量＊3

電源＊5

主な添付品

バッテリ駆動時間（JEITA 2.0）

外形寸法
（本体）（突起部、バンプ部除く）

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊7

消費電力 標準時＊6／最大時

P.22P.20 P.26

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SDXCメモリーカード（UHS-II対応）

約1TB約4TB 約1TB約3TB 約3TB

第7世代 
Core™ i7-7500U

2.70GHz（最大3.50GHz）
［2コア/4スレッド］

第7世代
Core™ i5-7200U

2.50GHz（最大3.10GHz）
［2コア/4スレッド］

Celeron® 3865U
1.80GHz［2コア/2スレッド］

Office
Personal Premium

プラス Office 365 サービス

第6世代 
Core™ i7-6700

3.40GHz（最大4GHz）
［4コア/8スレッド］

第6世代
Core™ i3-6100

3.70GHz
［2コア/4スレッド］

DVD
スーパーマルチドライブ

（DVD-R/+R 2層書込み対応）

ステレオスピーカ
（2W＋2W）

ステレオスピーカ
（1W＋1W）

Office
Home ＆ Business
Premium プラス

Office 365 サービス

Office
Personal Premium

プラス Office
365 サービス

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

SDXCメモリーカード

スーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応

（最大32GB）［空きスロット：0］

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大32GB）［空きスロット：1］

8GB（4GB×2）
デュアルチャネル対応

（最大32GB）［空きスロット：2］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大32GB）［空きスロット：3］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大32GB）［空きスロット：1］

HDMI入力端子

USB 3.0、パワーオフUSB充電機能USB 3.1、パワーオフUSB充電機能

Webカメラ
USB 3.0

ワイヤレスアイソレーションキーボード フロントアクセス

YAMAHAサウンドシステム
［スピーカ3W+3W（FR-Port™方式）］

ヤマハ製 AudioEngine™

YAMAHAサウンドシステム ハイレゾ対応
[スピーカ 5.5W+5.5W(フルレンジ：3W×2、

ツイーター：2.5W×2](FR-Port™方式)
ヤマハ製 AudioEngine™

ブルーレイディスクドラ    イブ（BDXL™ 対応）
（DVDスーパーマルチ     ドライブ機能付き）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-R/+R 2層書込み対応）

地上・BS・110度CSデジタルTV
4チューナ＊1

地上・BS・110度CSデジタルTV
ダブルチューナ＊1

地上・BS・110度CSデジタルTV
シングルチューナ＊1

23.8型ワイド フルHD（狭額縁）23.8型ワイド 
Ultra HD 4K（狭額縁） 23型ワイド フルHD 19.5型ワイド HD＋

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー ー

1920×1080ドット3840×2160ドット 1920×1080ドット

ノングレア
広視野角（IPS）

1600×900ドット

Windows 10 Home Windows 10 Home

約5785時間
（セミファインロング）＊2

約4302時間
（セミファインロング）＊2

約2691時間
（セミファインロング）＊2

約845時間
（セミファインロング）＊2

マニュアル、ACアダプタ、min    iB-CASカード、無線リモコン、
乾電池(単三アルカリ：5本 キーボ    ード・マウス・リモコン用)、保証書

マニュアル、電源コード、DisplayPort-
DVI-D（シングルリンク）変換アダプタ、保証書

マニュアル、ACアダプタ、乾電池
(単三アルカリ：3本 キーボード・マウス用)、保証書

約51W／約135W 約32W／約65W 約29W／約65W 約20W／約210W 約18W／約174W約25W／約65W

＊8

546（W）×200（D）×416／446（H）mm
（ディスプレイ最小傾斜（直立）、カメラ収納時／カメラ利用時）

553（W）×293（D）×448（H）mm（本体可動範囲寸法）
546（W）×190（D）×391／418（H）mm（ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時／カメラ利用時）

546（W）×252（D）×372（H）mm（ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時）

AC100V±10%、50/60Hz AC100V±10%、50/60Hz

88（W）×382（D）×338（H）mm
142（W）×390（D）×374（H）mm

（スタビライザ設置時）

約8.7kg 約9.0kg 約8.8kg 約8.6kg 約5.3kg 約5.2kg

T区分 0.039（AAA） T区分      0.034（AAA） T区分 0.065（AA）

ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

＊9

HF750/DAB HF350/DAB
HF350/DAW

HF150/DAB
HF150/DAW

ピュアブラック ピュアホワイト

P.18

ー

ー

Bluetooth® キーボード

Webカメラ

USB 3.0、パワーオフUSB充電機能

約12W／約45W 約8.7W／約45W約9.6W／約45W

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

約3.5時間＊4 約4.2時間＊4

約3.0kg（キーボード含む）

マニュアル、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、
乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用）、保証書

380（W）×145（D）×277（H）mm（ディスプレイ最小傾斜時）
380（W）×280（D）×33（H）mm（ディスプレイ水平時）

ステレオスピーカ（2W＋2W）
ヤマハ製 AudioEngine™

8GB（8GB×1）
デュアルチャネル対応可能

（最大16GB）［空きスロット：1］

4GB（4GB×1）
デュアルチャネル対応可能（最大16GB）

［空きスロット：1］

Office Home ＆ Business Premium
プラス Office 365 サービス

SDXCメモリーカード（UHS-II対応）

約1TB

15.6型ワイド フルHD

タッチパネル

1920×1080ドット

DVDスーパー
マルチドライブ

（DVD-R/+R 2層書込み対応）
ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）

（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）

M区分 0.044（AAA） M区分 0.050（AAA） M区分 0.065（AAA）

NFC、ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth®

第6世代 
Core™ i7-6500U
2.50GHz（最大3.10GHz）

［2コア/4スレッド］

第6世代
Core™ i3-6100U
2.30GHz［2コア/4スレッド］

Celeron® 3855U
1.60GHz［2コア/2スレッド］

Windows 10 Home

フルフラットスーパーシャインビュー
広視野角（IPS）

フルフラット
スーパーシャインビュー EX2
広視野角（IPS）

06 07

本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。［例］型名：DA970/GAB→型番：PC-DA970GAB

＊1：BS・110度CSデジタル放送用アンテナへの電源供給機能がありません。このため別途「電源供給器」が必要な場合があります。詳細はホームページ（http://nec-lavie.jp/products/common/dtv/）で事前にご確認ください。　＊2：出荷時の 内蔵ハードディスクの録画可能容量に録画した場合のめやす時間です。録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。　＊3：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊4：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間
測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊5：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　＊6：出荷構成（添付品、周辺 機器の接続なし）でOSを起動させた状態での測定値です。　＊7：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された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位　ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示して
おります。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。　＊8：本製品は省エネ法の対象外です。　＊9：当社はハイレゾ普及に向け、ハイレゾモデルには、日 本オーディオ協会が推奨するこのロゴを冠し推進しています。

※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。       Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。



第7世代
Core™ i3-7100U

（2.40GHz）

第7世代
Core™ i5-7200U

（2.50GHz/最大3.10GHz）

筐体の一部にマグネシウムリチウム合金を採用することで、
2 in 1モバイルノートPCでありながら世界最軽量＊1約769g
を実現。また、持ち運び時の鞄内等での圧迫を想定し、150kgf
の面加圧試験もクリアしています（非動作時）＊４。

片手でラクラク持ち運べる軽量ボディ

例えば、ランチでデスクを離れる1時間で約80％まで急速充電。
午後からのモバイル利用にたっぷり活用できます。

短時間でもたっぷり充電できる（HZ350/GAシリーズ）

※本体が電源オンの場合、充電時間は異なります。HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズはオプ
ションのACアダプタ（PC-VP-BP103）を使用することで急速充電が可能です。

最新の第7世代 Core™ i7/i5/i3プロセッサーと、HDDに比べ
高速かつ低消費電力で衝撃に強いSSDを採用し、操作も快適。また、
最新転送規格USB 3.1に対応したコネクタも搭載しています。

メインPCとして充分に使える高性能

映り込みを抑えるノングレアで、明るい屋外でも見やすく表示。
フルHDの高解像度で映像のディテールや、細かい文字もくっきり
見やすく表示します。

屋外でも見やすいノングレア・フルHD液晶

HZ350/GAG

HZ350/GAB HZ350/GAS

どこへでも連 れ出したくなる世 界 最 軽 量＊1モバ イル P C

もっと自由に、さらにアクティブに。

Windows 10 Home

第7世代
Core™ i7-7500U

（2.70GHz/最大3.50GHz）
タッチパネル 13.3型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）・

ノングレア（フルHD）
4GB

8GB

約256GB

約128GB

HD解像度対応92万画素

HZ750/GAシリーズ

HZ350/GAシリーズ

HZ550/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

Smart Ready準拠

型名 ディスプレイ メモリ SSD Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

超軽量ボディにタッチパネルを搭載。さらに液晶部分が360度
回転できるので、タブレットPCにスムーズにチェンジ可能。文書
作成はノートPCで、移動中はタブレットPCで、と利用シーンに
合わせた使い方ができます。

画面周りのフレームの存在をほとん
ど感じさせない狭額縁13.3型ワイド
液晶で本体をさらにコンパクトに。
3色のカラーバリエーションから、
お好みのモバイルスタイルを選択
できます。

スリムなフレームの洗練されたデザインと
豊富なカラーバリエーション

タブレットPCとしても使える2 in 1モバイル

13.3 型ワイド

HZ750　HZ550　HZ350

◀2016年9月モデル

▼2017年2月モデル

HZ350/GAシリーズ

メテオグレー
HZ750/GAB
HZ550/GAB
HZ350/GAB

ムーンシルバー
HZ750/GAS
HZ550/GAS
HZ350/GAS

プレシャスゴールド
HZ750/GAG
HZ550/GAG
HZ350/GAG

HZ750/GAシリーズ

13.3型ワイド液晶ノートPC
世界最軽量＊1

モデル

高性能長時間駆動モデル約831g
＊2

約769g
＊2

● バッテリ駆動約10時間＊3（HZ750/GAシリーズ・HZ550/GAシリーズ）/
　バッテリ駆動約6.5時間＊3（HZ350/GAシリーズ）

＊1：HZ350/GAシリーズ。13.3型ワイド液晶搭載2 in 1ノートPCとして。2017年1月17日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。　＊2：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊3：バッテリ駆動時間は、JEITAバッ
テリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊4：当社による天面部への加圧試験のクリア値であり、実際のご利用にお
いて無故障・無破壊を保証するものではありません。

HZ550/GAシリーズ
タッチパネル搭載IPS

タッチパネル搭載IPS

＊1：HZ350/GAシリーズ。13.3型ワイド液晶搭載2 in 1ノートPCとして。
2017年1月17日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。 ※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成 テレビ連携機能

08 09やりたいことを、すばやく、効率よく。



第7世代
Core™ i3-7100U

（2.40GHz）

第7世代
Core™ i5-7200U

（2.50GHz/最大3.10GHz）

筐体の一部にマグネシウムリチウム合金を採用することで、
2 in 1モバイルノートPCでありながら世界最軽量＊1約769g
を実現。また、持ち運び時の鞄内等での圧迫を想定し、150kgf
の面加圧試験もクリアしています（非動作時）＊４。

片手でラクラク持ち運べる軽量ボディ

例えば、ランチでデスクを離れる1時間で約80％まで急速充電。
午後からのモバイル利用にたっぷり活用できます。

短時間でもたっぷり充電できる（HZ350/GAシリーズ）

※本体が電源オンの場合、充電時間は異なります。HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズはオプ
ションのACアダプタ（PC-VP-BP103）を使用することで急速充電が可能です。

最新の第7世代 Core™ i7/i5/i3プロセッサーと、HDDに比べ
高速かつ低消費電力で衝撃に強いSSDを採用し、操作も快適。また、
最新転送規格USB 3.1に対応したコネクタも搭載しています。

メインPCとして充分に使える高性能

映り込みを抑えるノングレアで、明るい屋外でも見やすく表示。
フルHDの高解像度で映像のディテールや、細かい文字もくっきり
見やすく表示します。

屋外でも見やすいノングレア・フルHD液晶

HZ350/GAG

HZ350/GAB HZ350/GAS

どこへでも連 れ出したくなる世 界 最 軽 量＊1モバ イル P C

もっと自由に、さらにアクティブに。

Windows 10 Home

第7世代
Core™ i7-7500U

（2.70GHz/最大3.50GHz）
タッチパネル 13.3型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）・

ノングレア（フルHD）
4GB

8GB

約256GB

約128GB

HD解像度対応92万画素

HZ750/GAシリーズ

HZ350/GAシリーズ

HZ550/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

Smart Ready準拠

型名 ディスプレイ メモリ SSD Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

超軽量ボディにタッチパネルを搭載。さらに液晶部分が360度
回転できるので、タブレットPCにスムーズにチェンジ可能。文書
作成はノートPCで、移動中はタブレットPCで、と利用シーンに
合わせた使い方ができます。

画面周りのフレームの存在をほとん
ど感じさせない狭額縁13.3型ワイド
液晶で本体をさらにコンパクトに。
3色のカラーバリエーションから、
お好みのモバイルスタイルを選択
できます。

スリムなフレームの洗練されたデザインと
豊富なカラーバリエーション

タブレットPCとしても使える2 in 1モバイル

13.3 型ワイド

HZ750　HZ550　HZ350

◀2016年9月モデル

▼2017年2月モデル

HZ350/GAシリーズ

メテオグレー
HZ750/GAB
HZ550/GAB
HZ350/GAB

ムーンシルバー
HZ750/GAS
HZ550/GAS
HZ350/GAS

プレシャスゴールド
HZ750/GAG
HZ550/GAG
HZ350/GAG

HZ750/GAシリーズ

13.3型ワイド液晶ノートPC
世界最軽量＊1

モデル

高性能長時間駆動モデル約831g
＊2

約769g
＊2

● バッテリ駆動約10時間＊3（HZ750/GAシリーズ・HZ550/GAシリーズ）/
　バッテリ駆動約6.5時間＊3（HZ350/GAシリーズ）

＊1：HZ350/GAシリーズ。13.3型ワイド液晶搭載2 in 1ノートPCとして。2017年1月17日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。　＊2：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。　＊3：バッテリ駆動時間は、JEITAバッ
テリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊4：当社による天面部への加圧試験のクリア値であり、実際のご利用にお
いて無故障・無破壊を保証するものではありません。

HZ550/GAシリーズ
タッチパネル搭載IPS

タッチパネル搭載IPS

＊1：HZ350/GAシリーズ。13.3型ワイド液晶搭載2 in 1ノートPCとして。
2017年1月17日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。 ※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成 テレビ連携機能

08 09やりたいことを、すばやく、効率よく。



ストームブラック

HZ300/GAB

ムーンシルバー
HZ330/GAS
HZ300/GAS

※IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。　＊1：11.6型ワイド液晶搭載デタッチャブルPCとして世界最軽量（本体・キーボードセット
モデルのタブレット単体としても世界最軽量）。2017年1月1日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。　＊2：平均値。質量は記載の値と異なる
場合があります。　 ＊3：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用の
アプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊4：HZ300/GAシリーズ。

HZ330/GAS HZ300/GAシリーズ

● バッテリ駆動約5.5時間＊3（タブレット時）/10.3時間＊3（モバイルパワーキーボード装着時）

LTE約786g

モバイル
パワーキーボード

装着時
＊2＊4 約398g

タブレット時
＊2＊4

いつも使っているバックにも収納できるコンパクトボディ。さら
に、持ち運び時の鞄内等での圧迫を想定し、150kgf＊1の面加圧
試験をクリアしています（非動作時）。

気軽に持ち歩けるコンパクト＆タフボディ

モバイルパワーキーボードを取り外せば、本体だけをタブレット
として持ち出して使え、より軽量・コンパクトに利用できます。
片手で簡単に持ち続けられる薄くて軽いボディ。どんな場所で
も快適にタッチパネル操作が行えます。

タブレットとしても快適に使える

モバイルパワーキーボードにもバッテリを搭載。本体バッテリと
合わせ約10.3時間＊1の長時間バッテリ駆動を実現しました。

長時間のモバイル活用を実現 モバイル向けに開発された第6世代 Core™ ｍ3-6Y30搭載。
通常はごく低消費電力で動作し、必要時には快適なパフォー
マンスを発揮します。

モバイルPCとして快適に使える高性能

映り込みを抑えるノングレアで明るい屋外でも見やすく表示。
フルHDの高解像度で映像のディテールや細かい文字もくっき
り見やすく表示します。

屋外でも見やすいノングレア・フルHD液晶

手のひらに収まる小型サイズ、約175ｇの軽量ACアダプタ。
本体と合わせても１kg未満と軽さをキープ。外での充電ニーズに
備えて一緒に持ち歩いても負担になりません。

持ち歩きやすい小型・軽量ACアダプタ
屋外でも快適にLTEでネットやメールを楽しめる

（HZ330/GAS）
※LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者との契約が別途必要にな
ります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者によって異なり
ます。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速
度とは異なります。詳しくはご利用の各通信事業者へお問い合わせください。

お気に入りのバッグにもすっきり収 納。
こだわり抜いた世界 最軽量＊1PC で
気 分も軽やかに

好きなスタイルで出かけよう。

Windows 10 Home
第6世代

Core™ ｍ3-6Y30
（0.90GHz/最大2.20GHz）

タッチパネル
11.6型ワイド 

高色純度・広視野角
（IPS）ノングレア

（フルHD）

4GB 約128GB

前面：
フルHD

解像度対応
200万画素

背面：
WQHD

解像度対応
500万画素

HZ330/GAS

HZ300/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® Smart Ready準拠

LTE/3G ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® Smart Ready準拠

型名

約410g
（キーボード装着時：約798g）

約398g
（キーボード装着時：約786g）

質量＊1ディスプレイ メモリ 内蔵フラッシュメモリ Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

HZ330/GAS

11.6 型ワイド

HZ330　HZ300

＊1：当社による天面部分への加圧試験のクリア値であり、実際のご 利用において無故障、無破壊を
保証するものではありません。

＊1：突起部、バンプ部除く。

11.6 型ワイド液晶 2in1ノートPC 世界最軽量＊1

タッチパネル搭載

＊1：11.6型ワイド液晶搭載デタッチャブルPCとして世界最軽量（本体・キーボードセット
モデルのタブレット単体としても世界最軽量）。2017年1月1日現在、NECパーソナル
コンピュータ調べ。

＊1：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。
設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

150kgf
面耐圧
150kgf＊1の強さ タブレット時の薄さ7.6mm＊1

IPS

＊1：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成 テレビ連携機能

10 11※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



ストームブラック

HZ300/GAB

ムーンシルバー
HZ330/GAS
HZ300/GAS

※IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。　＊1：11.6型ワイド液晶搭載デタッチャブルPCとして世界最軽量（本体・キーボードセット
モデルのタブレット単体としても世界最軽量）。2017年1月1日現在、NECパーソナルコンピュータ調べ。　＊2：平均値。質量は記載の値と異なる
場合があります。　 ＊3：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設定やご利用の
アプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊4：HZ300/GAシリーズ。

HZ330/GAS HZ300/GAシリーズ

● バッテリ駆動約5.5時間＊3（タブレット時）/10.3時間＊3（モバイルパワーキーボード装着時）

LTE約786g

モバイル
パワーキーボード

装着時
＊2＊4 約398g

タブレット時
＊2＊4

いつも使っているバックにも収納できるコンパクトボディ。さら
に、持ち運び時の鞄内等での圧迫を想定し、150kgf＊1の面加圧
試験をクリアしています（非動作時）。

気軽に持ち歩けるコンパクト＆タフボディ

モバイルパワーキーボードを取り外せば、本体だけをタブレット
として持ち出して使え、より軽量・コンパクトに利用できます。
片手で簡単に持ち続けられる薄くて軽いボディ。どんな場所で
も快適にタッチパネル操作が行えます。

タブレットとしても快適に使える

モバイルパワーキーボードにもバッテリを搭載。本体バッテリと
合わせ約10.3時間＊1の長時間バッテリ駆動を実現しました。

長時間のモバイル活用を実現 モバイル向けに開発された第6世代 Core™ ｍ3-6Y30搭載。
通常はごく低消費電力で動作し、必要時には快適なパフォー
マンスを発揮します。

モバイルPCとして快適に使える高性能

映り込みを抑えるノングレアで明るい屋外でも見やすく表示。
フルHDの高解像度で映像のディテールや細かい文字もくっき
り見やすく表示します。

屋外でも見やすいノングレア・フルHD液晶

手のひらに収まる小型サイズ、約175ｇの軽量ACアダプタ。
本体と合わせても１kg未満と軽さをキープ。外での充電ニーズに
備えて一緒に持ち歩いても負担になりません。

持ち歩きやすい小型・軽量ACアダプタ
屋外でも快適にLTEでネットやメールを楽しめる

（HZ330/GAS）
※LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者との契約が別途必要にな
ります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者によって異なり
ます。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速
度とは異なります。詳しくはご利用の各通信事業者へお問い合わせください。

お気に入りのバッグにもすっきり収 納。
こだわり抜いた世界 最軽量＊1PC で
気 分も軽やかに

好きなスタイルで出かけよう。

Windows 10 Home
第6世代

Core™ ｍ3-6Y30
（0.90GHz/最大2.20GHz）

タッチパネル
11.6型ワイド 

高色純度・広視野角
（IPS）ノングレア

（フルHD）

4GB 約128GB

前面：
フルHD

解像度対応
200万画素

背面：
WQHD

解像度対応
500万画素

HZ330/GAS

HZ300/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® Smart Ready準拠

LTE/3G ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® Smart Ready準拠

型名

約410g
（キーボード装着時：約798g）

約398g
（キーボード装着時：約786g）

質量＊1ディスプレイ メモリ 内蔵フラッシュメモリ Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

HZ330/GAS

11.6 型ワイド

HZ330　HZ300

＊1：当社による天面部分への加圧試験のクリア値であり、実際のご 利用において無故障、無破壊を
保証するものではありません。

＊1：突起部、バンプ部除く。

11.6 型ワイド液晶 2in1ノートPC 世界最軽量＊1

タッチパネル搭載

＊1：11.6型ワイド液晶搭載デタッチャブルPCとして世界最軽量（本体・キーボードセット
モデルのタブレット単体としても世界最軽量）。2017年1月1日現在、NECパーソナル
コンピュータ調べ。

＊1：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。
設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

150kgf
面耐圧
150kgf＊1の強さ タブレット時の薄さ7.6mm＊1

IPS

＊1：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成 テレビ連携機能

10 11※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



B5ファイルNote Mobile ▲底面にも、天板と同じ色の塗装を
施しています。

B5ファイルよりも小さなコンパクトボディに、狭額縁11.6型
ワイド液晶を搭載。また、本体底面にも塗装を施し、持ち運ぶ時
にも、おしゃれに見えるデザインを採用しました。

持ち運びに便利なコンパクトボディ、
使いたくなるデザイン、カラーバリエーション

第7世代
Core™ m3-7Y30

（1.00GHz/最大2.60GHz）

Pentium® 4410Y
（1.50GHz）

HDDに比べ高速かつ低消費電力で、さらに軽量で衝撃に強い
SSDを搭載。急ぎの調べ物をしたい時などでも、すぐに起動する
ことができます。

高速起動&高速処理

処理性能と省電力性能を両立した最新省電力CPUを搭載。
さらに、低消費電力・低発熱設計により、「ファンレス」を実現。
図書館などでも、作動音を気にせずに使えます。

静かな場所でも音を気にせず使える

コンパクトボディにフルHDの高解像度、省電力IGZO液晶を
搭載。しかも、視野角が広いIPS方式採用で、斜めから見ても美
しい映像を楽しめます。

モバイルをもっと楽しめる鮮明・高精細な映像

アクアブルー
NM550/GAL
NM350/GAL
NM150/GAL 

パールホワイト
NM550/GAW
NM350/GAW
NM150/GAW

Windows 10 Home

第7世代
Core™ i5-7Y54

（1.20GHz/最大3.20GHz）
11.6型ワイド 

高輝度・高色純度・
広視野角（IPS）（フルHD）

4GB

約256GB

約128GB

HD解像度対応92万画素

NM550/GAシリーズ

NM150/GAシリーズ

NM350/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

Smart Ready準拠

型名 ディスプレイ メモリ SSD Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

軽さ約904ｇの軽量ボディにもかかわらず、約13時間＊1の長
時間バッテリー駆動が可能。さらに、持ち運び時の鞄内等での
圧迫を想定した150kgfの面加圧試験もクリア（非動作時）＊2。
外出先でも時間を気にせず使えます。気軽に毎日持ち運んで、
好きな場所で使うことができます。

軽々持ち歩けて、一日中使える

＊1：NM150/GAシリーズの場合。NM550/GAシリーズ・NM350/GAシリーズの場合は約12.0時間となり
ます。バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設
定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊2：当社による天面
部分への加圧試験のクリア値であり、実際のご利用において無故障、無破壊を保証するものではありません。

※IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。 　＊1：平均値。質量は記載の値と異なる場合があ
ります。　＊2：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しため
やす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

NM550/GAL

コンパクトだから、いつも持ち歩きたくなる。
毎日をカラフルにするモバイルPC

使うほどに、好きになる。

150kgf 面耐圧
150kgf＊2の強さ

11.6 型ワイド

NM550　NM350　NM150

NM550/GAシリーズ

NM350/GAシリーズ

NM150/GAシリーズ
IPS

NM550/GAW

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成 テレビ連携機能

12 13※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。

● 約904g＊1　
● バッテリ駆動約12.0時間＊2（NM550/GAシリーズ、NM350/GAシリーズ）/約13.0時間＊2（NM150/GAシリーズ）



B5ファイルNote Mobile ▲底面にも、天板と同じ色の塗装を
施しています。

B5ファイルよりも小さなコンパクトボディに、狭額縁11.6型
ワイド液晶を搭載。また、本体底面にも塗装を施し、持ち運ぶ時
にも、おしゃれに見えるデザインを採用しました。

持ち運びに便利なコンパクトボディ、
使いたくなるデザイン、カラーバリエーション

第7世代
Core™ m3-7Y30

（1.00GHz/最大2.60GHz）

Pentium® 4410Y
（1.50GHz）

HDDに比べ高速かつ低消費電力で、さらに軽量で衝撃に強い
SSDを搭載。急ぎの調べ物をしたい時などでも、すぐに起動する
ことができます。

高速起動&高速処理

処理性能と省電力性能を両立した最新省電力CPUを搭載。
さらに、低消費電力・低発熱設計により、「ファンレス」を実現。
図書館などでも、作動音を気にせずに使えます。

静かな場所でも音を気にせず使える

コンパクトボディにフルHDの高解像度、省電力IGZO液晶を
搭載。しかも、視野角が広いIPS方式採用で、斜めから見ても美
しい映像を楽しめます。

モバイルをもっと楽しめる鮮明・高精細な映像

アクアブルー
NM550/GAL
NM350/GAL
NM150/GAL 

パールホワイト
NM550/GAW
NM350/GAW
NM150/GAW

Windows 10 Home

第7世代
Core™ i5-7Y54

（1.20GHz/最大3.20GHz）
11.6型ワイド 

高輝度・高色純度・
広視野角（IPS）（フルHD）

4GB

約256GB

約128GB

HD解像度対応92万画素

NM550/GAシリーズ

NM150/GAシリーズ

NM350/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth®

Smart Ready準拠

型名 ディスプレイ メモリ SSD Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

軽さ約904ｇの軽量ボディにもかかわらず、約13時間＊1の長
時間バッテリー駆動が可能。さらに、持ち運び時の鞄内等での
圧迫を想定した150kgfの面加圧試験もクリア（非動作時）＊2。
外出先でも時間を気にせず使えます。気軽に毎日持ち運んで、
好きな場所で使うことができます。

軽々持ち歩けて、一日中使える

＊1：NM150/GAシリーズの場合。NM550/GAシリーズ・NM350/GAシリーズの場合は約12.0時間となり
ます。バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です。設
定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。　＊2：当社による天面
部分への加圧試験のクリア値であり、実際のご利用において無故障、無破壊を保証するものではありません。

※IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。 　＊1：平均値。質量は記載の値と異なる場合があ
ります。　＊2：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しため
やす時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

NM550/GAL

コンパクトだから、いつも持ち歩きたくなる。
毎日をカラフルにするモバイルPC

使うほどに、好きになる。

150kgf 面耐圧
150kgf＊2の強さ
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NM550/GAシリーズ

NM350/GAシリーズ

NM150/GAシリーズ
IPS
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LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成 テレビ連携機能

12 13※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。

● 約904g＊1　
● バッテリ駆動約12.0時間＊2（NM550/GAシリーズ、NM350/GAシリーズ）/約13.0時間＊2（NM150/GAシリーズ）



鮮やかな映 像とリアルサウンドを追求した
プレミアムノートPC

迫力と豊かさが感情を揺り動かす。

NS750/GAV

快適に操作できる 文字が見やすく打ちやすいキーボード
最新CPU、第7世代 Core™ i7-7500U プロセッサー
と高速大容量のDDR4 8GBメモリで快適な操作を
実現します。また、ハイブリッドドライブ（SSHD）でOS
やアプリの起動が高速化されます。

先進の機能を搭載
最新転送規格USB 3.1に対応したコンパクトでリバーシブル形状のType-C
コネクタを搭載。スマホなどに大容量の充電も可能で最大10Gbps＊1の高速
転送にも対応します。また、NS850/FABはNFC搭載。対応機器をかざすだけ
で接続・通信でき、タグで登録したアプリを起動するなど便利に使えます。

迫力と臨場感あふれる音を満喫できる

＊1：HiGrand Music Player V2。HiGrand Music Playerはヤマハ株式会社の商標または登録商標です。
ハイレゾ音質で再生するには市販（別売）のハイレゾ対応DAC、ヘッドフォンなどをご利用ください。P.29を
あわせてご覧ください。

PCでも映像や音楽を迫力ある高音質で味わいたい。そんなニー
ズに応えて、ウーファ＋YST（ヤマハアクティブサーボテクノロ
ジー）方式とヤマハ AudioEngine™で迫力の低音と臨場感を再
現する2.1ch YAMAHAサウンドシステムを搭載。また、ハイレゾ
音源の再生に対応したオーディオプレーヤ＊1も搭載しています。

＊1：水滴が内部に入ることを遅らせ、シャットダウンする時間
を確保できます。防水を保証するものではありません。水が
こぼれた場合、点検と修理（有償）が必要になります。

＊1：USB 3.1対応機器と接続した場合の理論値です。

キー位置がすっと目に入れば打ちやすい。だから、透明なキーの天面だけ
に印刷を施し、キーが自然に浮かび上がる印象のフローティングキー
ボードを搭載。飲み物などがこぼれた時
に備える防滴構造＊1も採用しました。

HD解像度対応
92万画素

＊1：NAND型フラッシュメモリをハードディスクに内蔵。キャッシュメモリとして使用するためお客様がデータを保存したりアプリをインストールするなどの使用はできません。

NS850/FABはフルHDの4倍の超高解像度で緻密な映像
の4K液晶、NS750/GAシリーズは明るく鮮やかな映像の
スーパーシャインビュー LED-EX2液晶で、リアルな臨場感
を楽しめます。また、広い視野角のIPS方式採用で、斜めの
角度からも美しく見られます。

映像の美しさをすみずみまで堪能できる

やりたいことがすぐ始められる便利なワンタッチスタートボタン。
登録したアプリを起動できる「マイ チョイス」ボタン、目的に合った
アプリを探せる「ソフト」ボタンを搭載。また、タッチパネルのディス
プレイで直感的にわかりやすく操作。タッチパッドには、読み方が
わからない漢字などを指で書いて簡単に入力できる便利な「手書き
でお助けパッド機能」を搭載しています。

あなたの使いやすさにとことんこだわり

Windows 10 Home
第7世代

Core™ i7-7500U
（2.70GHz/最大3.50GHz）

タッチパネル 15.6型ワイド
高輝度・高色純度・広視野角（IPS）

（Ultra HD 4K）

タッチパネル 15.6型ワイド
高色純度・広視野角（IPS）（フルHD）

8GB
（8GB×1）

8GB
（4GB×2）

約1TB 
（SSHD＊1）

NS850/FAB

NS750/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® Smart Ready準拠

NFC、ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth® Smart Ready準拠

型名 ディスプレイ メモリ HDD Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

NS850/FAB NS750/GAシリーズ
タッチパネル搭載IPS

15.6 型ワイド

NS850　NS750

＊1：NS850/FABは一部デザインが異なります。

クリスタルグリーン

NS750/GAV

クリスタルブラック
NS850/FAB＊1
NS750/GAB

クリスタルホワイト

NS750/GAW

クリスタルレッド

NS750/GARBDXLTM

＊1：NS850/FABは、ダウンロード、インストールすることでご利用になれます。　

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集

＊1

フォトムービー
作成 テレビ連携機能

14 15※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



鮮やかな映 像とリアルサウンドを追求した
プレミアムノートPC

迫力と豊かさが感情を揺り動かす。

NS750/GAV

快適に操作できる 文字が見やすく打ちやすいキーボード
最新CPU、第7世代 Core™ i7-7500U プロセッサー
と高速大容量のDDR4 8GBメモリで快適な操作を
実現します。また、ハイブリッドドライブ（SSHD）でOS
やアプリの起動が高速化されます。

先進の機能を搭載
最新転送規格USB 3.1に対応したコンパクトでリバーシブル形状のType-C
コネクタを搭載。スマホなどに大容量の充電も可能で最大10Gbps＊1の高速
転送にも対応します。また、NS850/FABはNFC搭載。対応機器をかざすだけ
で接続・通信でき、タグで登録したアプリを起動するなど便利に使えます。

迫力と臨場感あふれる音を満喫できる

＊1：HiGrand Music Player V2。HiGrand Music Playerはヤマハ株式会社の商標または登録商標です。
ハイレゾ音質で再生するには市販（別売）のハイレゾ対応DAC、ヘッドフォンなどをご利用ください。P.29を
あわせてご覧ください。

PCでも映像や音楽を迫力ある高音質で味わいたい。そんなニー
ズに応えて、ウーファ＋YST（ヤマハアクティブサーボテクノロ
ジー）方式とヤマハ AudioEngine™で迫力の低音と臨場感を再
現する2.1ch YAMAHAサウンドシステムを搭載。また、ハイレゾ
音源の再生に対応したオーディオプレーヤ＊1も搭載しています。

＊1：水滴が内部に入ることを遅らせ、シャットダウンする時間
を確保できます。防水を保証するものではありません。水が
こぼれた場合、点検と修理（有償）が必要になります。

＊1：USB 3.1対応機器と接続した場合の理論値です。

キー位置がすっと目に入れば打ちやすい。だから、透明なキーの天面だけ
に印刷を施し、キーが自然に浮かび上がる印象のフローティングキー
ボードを搭載。飲み物などがこぼれた時
に備える防滴構造＊1も採用しました。

HD解像度対応
92万画素

＊1：NAND型フラッシュメモリをハードディスクに内蔵。キャッシュメモリとして使用するためお客様がデータを保存したりアプリをインストールするなどの使用はできません。

NS850/FABはフルHDの4倍の超高解像度で緻密な映像
の4K液晶、NS750/GAシリーズは明るく鮮やかな映像の
スーパーシャインビュー LED-EX2液晶で、リアルな臨場感
を楽しめます。また、広い視野角のIPS方式採用で、斜めの
角度からも美しく見られます。

映像の美しさをすみずみまで堪能できる

やりたいことがすぐ始められる便利なワンタッチスタートボタン。
登録したアプリを起動できる「マイ チョイス」ボタン、目的に合った
アプリを探せる「ソフト」ボタンを搭載。また、タッチパネルのディス
プレイで直感的にわかりやすく操作。タッチパッドには、読み方が
わからない漢字などを指で書いて簡単に入力できる便利な「手書き
でお助けパッド機能」を搭載しています。

あなたの使いやすさにとことんこだわり

Windows 10 Home
第7世代

Core™ i7-7500U
（2.70GHz/最大3.50GHz）

タッチパネル 15.6型ワイド
高輝度・高色純度・広視野角（IPS）

（Ultra HD 4K）

タッチパネル 15.6型ワイド
高色純度・広視野角（IPS）（フルHD）

8GB
（8GB×1）

8GB
（4GB×2）

約1TB 
（SSHD＊1）

NS850/FAB

NS750/GAシリーズ
ワイヤレスLAN

（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
Bluetooth® Smart Ready準拠

NFC、ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）

Bluetooth® Smart Ready準拠

型名 ディスプレイ メモリ HDD Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

NS850/FAB NS750/GAシリーズ
タッチパネル搭載IPS

15.6 型ワイド

NS850　NS750

＊1：NS850/FABは一部デザインが異なります。

クリスタルグリーン

NS750/GAV

クリスタルブラック
NS850/FAB＊1
NS750/GAB

クリスタルホワイト

NS750/GAW

クリスタルレッド

NS750/GARBDXLTM

＊1：NS850/FABは、ダウンロード、インストールすることでご利用になれます。　

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集

＊1

フォトムービー
作成 テレビ連携機能

14 15※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



ホワイト
NS100/G2W
NS100/G1W

クリスタルブラック
NS700/GAB
NS550/GAB
NS350/GAB

クリスタルホワイト
NS700/GAW
NS550/GAW
NS350/GAW

クリスタルレッド
NS700/GAR
NS550/GAR
NS350/GAR

スターリーブラック
NS150/GAB

エクストラホワイト
NS150/GAW

ルミナスレッド
NS150/GAR

NS100/G2W

フルHDの高解像度で高精細なフルハイビジョン映像の美しさ
を忠実に再現します。広い視野角のIPS方式採用で、斜めの角度
からも美しく見られます。

映像を美しく見られる
（NS700/GAシリーズ、NS550/GAシリーズ、NS350/GAシリーズ）

快適に入力できるアイソレーションキーボードに、飲み物などが
こぼれた時に備える防滴構造＊1を採用しました。
＊1：NS150/GAシリーズ、NS100/Gシリーズを除く。

いちばん身近なキーボードだから安心・快適に

NS700/GAシリーズは、最新CPU 第7世代 Core™ 
i7 プロセッサーと高速大容量のDDR4 8GBメモリ
搭載で快適な高速処理を実現します。

快適に操作できる

※水滴が内部に入ることを遅らせ、シャットダウンする時間を確保できます。防水を保証するものではありません。
水がこぼれた場合、点検と修理（有償）が必要になります。

「より自然な音、その場で聞こえるような音」を楽しめるヤマハ 
AudioEngine™と、ハイレゾ音源の再生に対応したオーディオ
プレーヤ＊1を搭載しています。

※NS100/Gシリーズを除く。
※NS100/Gシリーズを除く。

映像や音楽を臨場感あるサウンドで楽しめる

＊1：HiGrand Music Player  V2。HiGrand Music Playerはヤマハ株式会社の商標または登録
商標です。ハイレゾ音質で再生するには市販（別売）のハイレゾ対応DAC、ヘッドフォンなどをご利用く
ださい。P.29をあわせてご覧ください。

やりたいことがすぐ始められる便利な
ワンタッチスタートボタン。登録した
アプリを起動できる「マイ チョイス」
ボタン、「LAVIEアプリナビ＊1」を起動して目的に合ったアプリ
を探せる「ソフト」ボタンを搭載しています。

やりたいことをすぐにラクラクスタートできる

＊1：インストールが必要です。　※モデルによってボタンの形状が異なります。

NS150/GAシリーズ

NS100/G2W

NS100/G1W

※写真は効果をわかりやすく
したイメージです。

IPS液晶非IPS液晶

HD解像度
対応

92万画素

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチ

ドライブ

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

Smart Ready準拠

（             ）Windows 10 Home

第7世代
Core™ i7-7500U

（2.70GHz/最大3.50GHz）
第7世代

Core™ i5-7200U
（2.50GHz/最大3.10GHz）

第7世代
Core™ i3-7100U

（2.40GHz）

Celeron® 3855U
（1.60GHz）

15.6型ワイド
広視野角（IPS）

(フルHD)

15.6型ワイド
(HD)

4GB
（4GB×1）

8GB
（8GB×1）

約500GB

約1TB

NS700/GAシリーズ

NS550/GAシリーズ

NS350/GAシリーズ

NS150/GAシリーズ

NS100/G1W

NS100/G2W

型名 ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ Webカメラ 無線通信機能 Office基本OS CPU

Office Home ＆
Business Premium

プラス
Office 365 サービス

Office Personal Premium
プラス Office 365 サービス

ワンランク上の快 適をかなえる
スタンダードノートPC

写真やムービーを思いのままに。
性能と操作性を両立したスタンダードノートPC

使いやすさとともに安心を。

基 本 性能にこだわったシンプ ルノートPC気 軽に使う、身 近に感じる。

NS700/GAシリーズ

BDXLTM
IPS

NS550/GAシリーズ NS350/GAシリーズ

NS150/GARNS700/GAB

15.6 型ワイド

NS700　NS550　NS350　NS150　NS100

＊1：NS150/GAシリーズ、NS100/Gシリーズを除く。　＊2：NS100/Gシリーズを除く。　

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集

＊2 ＊2＊2＊1＊1

フォトムービー
作成

＊1

テレビ連携機能

16 17※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



ホワイト
NS100/G2W
NS100/G1W

クリスタルブラック
NS700/GAB
NS550/GAB
NS350/GAB

クリスタルホワイト
NS700/GAW
NS550/GAW
NS350/GAW

クリスタルレッド
NS700/GAR
NS550/GAR
NS350/GAR

スターリーブラック
NS150/GAB

エクストラホワイト
NS150/GAW

ルミナスレッド
NS150/GAR

NS100/G2W

フルHDの高解像度で高精細なフルハイビジョン映像の美しさ
を忠実に再現します。広い視野角のIPS方式採用で、斜めの角度
からも美しく見られます。

映像を美しく見られる
（NS700/GAシリーズ、NS550/GAシリーズ、NS350/GAシリーズ）

快適に入力できるアイソレーションキーボードに、飲み物などが
こぼれた時に備える防滴構造＊1を採用しました。
＊1：NS150/GAシリーズ、NS100/Gシリーズを除く。

いちばん身近なキーボードだから安心・快適に

NS700/GAシリーズは、最新CPU 第7世代 Core™ 
i7 プロセッサーと高速大容量のDDR4 8GBメモリ
搭載で快適な高速処理を実現します。

快適に操作できる

※水滴が内部に入ることを遅らせ、シャットダウンする時間を確保できます。防水を保証するものではありません。
水がこぼれた場合、点検と修理（有償）が必要になります。

「より自然な音、その場で聞こえるような音」を楽しめるヤマハ 
AudioEngine™と、ハイレゾ音源の再生に対応したオーディオ
プレーヤ＊1を搭載しています。

※NS100/Gシリーズを除く。
※NS100/Gシリーズを除く。

映像や音楽を臨場感あるサウンドで楽しめる

＊1：HiGrand Music Player  V2。HiGrand Music Playerはヤマハ株式会社の商標または登録
商標です。ハイレゾ音質で再生するには市販（別売）のハイレゾ対応DAC、ヘッドフォンなどをご利用く
ださい。P.29をあわせてご覧ください。

やりたいことがすぐ始められる便利な
ワンタッチスタートボタン。登録した
アプリを起動できる「マイ チョイス」
ボタン、「LAVIEアプリナビ＊1」を起動して目的に合ったアプリ
を探せる「ソフト」ボタンを搭載しています。

やりたいことをすぐにラクラクスタートできる

＊1：インストールが必要です。　※モデルによってボタンの形状が異なります。

NS150/GAシリーズ

NS100/G2W

NS100/G1W

※写真は効果をわかりやすく
したイメージです。

IPS液晶非IPS液晶

HD解像度
対応

92万画素

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチ

ドライブ

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

Smart Ready準拠

（             ）Windows 10 Home

第7世代
Core™ i7-7500U

（2.70GHz/最大3.50GHz）
第7世代

Core™ i5-7200U
（2.50GHz/最大3.10GHz）

第7世代
Core™ i3-7100U

（2.40GHz）

Celeron® 3855U
（1.60GHz）

15.6型ワイド
広視野角（IPS）

(フルHD)

15.6型ワイド
(HD)

4GB
（4GB×1）

8GB
（8GB×1）

約500GB

約1TB

NS700/GAシリーズ

NS550/GAシリーズ

NS350/GAシリーズ

NS150/GAシリーズ

NS100/G1W

NS100/G2W

型名 ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ Webカメラ 無線通信機能 Office基本OS CPU

Office Home ＆
Business Premium

プラス
Office 365 サービス

Office Personal Premium
プラス Office 365 サービス

ワンランク上の快 適をかなえる
スタンダードノートPC

写真やムービーを思いのままに。
性能と操作性を両立したスタンダードノートPC

使いやすさとともに安心を。

基 本 性能にこだわったシンプ ルノートPC気 軽に使う、身 近に感じる。

NS700/GAシリーズ

BDXLTM
IPS

NS550/GAシリーズ NS350/GAシリーズ

NS150/GARNS700/GAB

15.6 型ワイド

NS700　NS550　NS350　NS150　NS100

＊1：NS150/GAシリーズ、NS100/Gシリーズを除く。　＊2：NS100/Gシリーズを除く。　

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集

＊2 ＊2＊2＊1＊1

フォトムービー
作成

＊1

テレビ連携機能

16 17※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



HF350/DAW

Bluetooth®

Smart Ready準拠

NFC
ワイヤレスLAN

IEEE802.11
ac/a/b/g/n（             ）

ピュアブラック
HF750/DAB
HF350/DAB
HF150/DAB

ピュアホワイト

HF350/DAW
HF150/DAW

ちょうどいいサイズとデ ザ イン

使いやすい15.6型ワイドサイズでどこにでもフィット
するデザイン。

スタイルフリー

タッチパネルとバッテリ搭載なので、タブレットにして
好きな場所で楽しめます。

ワイヤレスキーボードを自由な姿勢で使えます。キーボードをコンパクトに収納できます。

＊1：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす
時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

HF750/DAB HF350/DAシリーズ HF150/DAシリーズBDXLTM

タッチパネル搭載IPS

● バッテリ駆動約3.5時間＊1 ● バッテリ駆動約4.2時間＊1

BDXLTM

Windows 10 Home
第6世代

Core™ i3-6100U
（2.30GHz）

第6世代
Core™ i7-6500U

（2.50GHz/最大3.10GHz）

Celeron® 3855U
（1.60GHz）

タッチパネル 15.6型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

タッチパネル 15.6型ワイド 
広視野角（IPS）
（フルHD）

4GB
（4GB×1）

8GB
（8GB×1）

約1TB
HD

解像度対応
92万画素

HF750/DAB

HF150/DAシリーズ

HF350/DAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ

DVDスーパー
マルチドライブ

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

BD/DVD/CDドライブHDD Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

人と会話するように自然に話しかけるだけで、Web検
索やSNSへの投稿などが行えます。音声で文字入力も
で きるの で、料 理 中
など手で触れにくい
時などにも便利に活
用できます。

会話で検索や操作ができる

スマートフォンなど対応機器をかざすだけで接続・通
信できるNFC搭載。NFCタグをかざして登録したアプリ
を起動するなど、便利に使えます。

スマートフォンとつながる

高速CPUと高速DDR4メモリで快適に
操作。HF750/DABは、第6世代 Core™ 
i7-6500U プロセッサー、大容量8GB
メモリ搭載で高速処理を実現します。

コンパクトでもしっかりした性能

ニュースや天気予報を自動表示する「インフォボード」を
搭 載。また、家 族あてにメッ
セージを残す伝言板として
も使えます＊1。

ニュースや天気予報を
いつでもパッと確認できる

いつでも使えるフリースタイル PC

私の毎日にちょうどいい。

＊1：伝言板機能はアップデートすることで
ご利用になれます。
※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。

15.6 型ワイド

HF750　HF350　HF150

＊1：HF150/DAシリーズを除く。　＊2：Windows ストアからアプリをダウンロード、インストールすることでご利用になれます。　＊3：インフォボードのみ搭載。　

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集

＊2 ＊3＊1 ＊1

フォトムービー
作成 テレビ連携機能

18 19※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



HF350/DAW

Bluetooth®

Smart Ready準拠

NFC
ワイヤレスLAN

IEEE802.11
ac/a/b/g/n（             ）

ピュアブラック
HF750/DAB
HF350/DAB
HF150/DAB

ピュアホワイト

HF350/DAW
HF150/DAW

ちょうどいいサイズとデ ザ イン

使いやすい15.6型ワイドサイズでどこにでもフィット
するデザイン。

スタイルフリー

タッチパネルとバッテリ搭載なので、タブレットにして
好きな場所で楽しめます。

ワイヤレスキーボードを自由な姿勢で使えます。キーボードをコンパクトに収納できます。

＊1：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす
時間です。設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。

HF750/DAB HF350/DAシリーズ HF150/DAシリーズBDXLTM

タッチパネル搭載IPS

● バッテリ駆動約3.5時間＊1 ● バッテリ駆動約4.2時間＊1

BDXLTM

Windows 10 Home
第6世代

Core™ i3-6100U
（2.30GHz）

第6世代
Core™ i7-6500U

（2.50GHz/最大3.10GHz）

Celeron® 3855U
（1.60GHz）

タッチパネル 15.6型ワイド 
高色純度・広視野角（IPS）

（フルHD）

タッチパネル 15.6型ワイド 
広視野角（IPS）
（フルHD）

4GB
（4GB×1）

8GB
（8GB×1）

約1TB
HD

解像度対応
92万画素

HF750/DAB

HF150/DAシリーズ

HF350/DAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ

DVDスーパー
マルチドライブ

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

BD/DVD/CDドライブHDD Webカメラ 無線通信機能基本OS CPU

人と会話するように自然に話しかけるだけで、Web検
索やSNSへの投稿などが行えます。音声で文字入力も
で きるの で、料 理 中
など手で触れにくい
時などにも便利に活
用できます。

会話で検索や操作ができる

スマートフォンなど対応機器をかざすだけで接続・通
信できるNFC搭載。NFCタグをかざして登録したアプリ
を起動するなど、便利に使えます。

スマートフォンとつながる

高速CPUと高速DDR4メモリで快適に
操作。HF750/DABは、第6世代 Core™ 
i7-6500U プロセッサー、大容量8GB
メモリ搭載で高速処理を実現します。

コンパクトでもしっかりした性能

ニュースや天気予報を自動表示する「インフォボード」を
搭 載。また、家 族あてにメッ
セージを残す伝言板として
も使えます＊1。

ニュースや天気予報を
いつでもパッと確認できる

いつでも使えるフリースタイル PC

私の毎日にちょうどいい。

＊1：伝言板機能はアップデートすることで
ご利用になれます。
※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。

15.6 型ワイド

HF750　HF350　HF150

＊1：HF150/DAシリーズを除く。　＊2：Windows ストアからアプリをダウンロード、インストールすることでご利用になれます。　＊3：インフォボードのみ搭載。　

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集

＊2 ＊3＊1 ＊1

フォトムービー
作成 テレビ連携機能

18 19※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



DA970/GAB ×4 ×2

BDXLTM
IPS

HD解像度対応
92万画素

3波対応
4チューナ
3波対応
ダブル

チューナ

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

Smart Ready準拠

（             ）

DA970/GABは、フルHDの4倍の超高解像度で緻密な映像の
4K液晶を搭載。髪の毛一本一本
の輝きまで見えるリアルな映像
を 楽しめます。また、IPS液 晶に
より広い視野角で斜めの角度から
見ても美しい映像を楽しめます。

映像クオリティを最大限に堪能できる4K液晶
（DA970/GAB）

４チューナ搭載（DA970/GAB）でテレビや
レコーダを自在に楽しめる
テレビ機能について詳しくは ▶ P.24

ハイレゾ音源の豊かな音質をそのまま再現するヤマハ製ス
ピーカ＋ツイーターを搭載。高音域を忠実に再現するために
開口率50％の独自のスピーカ・ハウジングを採用。CDをはるか
に超える伸びやかな高音質を体感できます。また、自然な音場
再現のヤマハ AudioEngine™により再生コンテンツに合った
音バランスを選ぶことができます。

ハイレゾ音源を忠実に再生する高音質サウンド

Windows 10 Home 第7世代 Core™ i7-7500U
（2.70GHz/最大3.50GHz）

23.8型ワイド 高輝度・高色純度・
広視野角（IPS）（Ultra HD 4K）

23.8型ワイド 高色純度・
広視野角（IPS）（フルHD）

8GB
（8GB×1）

8GB
（4GB×2） 約4TB

約3TB

DA970/GAB

DA770/GAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ Webカメラ 無線通信機能TV基本OS CPU

画面フレームを極薄化した、生活空間に自然
になじむデザイン。画面は上下左右可動で
見やすい角度に調整できます。

最新の第７世代 Core™ i7 プロセッサーと高速 DDR4 大容量8GB
メ モ リ、約4TB（DA970/GAB）/約3TB （DA770/GAシ リ ー ズ）
ハードディスク搭 載で 快 適な高 速・大
容量処理を実現。また、最新の高速転送
規格USB 3.1にも対応しています。

最新の性能を快適に使えるハイスペックPC

シンプルでモダン、インテリアの
ような大画面一体型PC

4TB
ハードディスク

DA970/GAB

ハイレゾ音源の臨場感と圧巻の映像美。
最高峰を目指したオールインワンPC

体 感するのは、究 極のリアル。

23.8 型ワイド

DA970　DA770

DA770/GAシリーズ

※グラフは効果をわかりやすくしたイメージです。　＊1：DA350/GAW。

※当社はハイレゾ普及に向け、ハイレゾモデルには、日本オーディオ協会が推奨するこのロゴを冠し推進
しています。

ファインブラック
DA970/GAB
DA770/GAB

ファインホワイト

DA770/GAW

ラズベリーレッド

DA770/GAR

ハイレゾ出力対応モデル
（DA970/GAB）

ハイレゾ出力非対応
モデル＊1

高音低音

音がクリアに聞こえる範囲

音がクリアに
聞こえる範囲

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成 テレビ連携機能

20 21※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



DA970/GAB ×4 ×2

BDXLTM
IPS

HD解像度対応
92万画素

3波対応
4チューナ
3波対応
ダブル

チューナ

ブルーレイディスク
ドライブ

（BDXL™ 対応）

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

Smart Ready準拠

（             ）

DA970/GABは、フルHDの4倍の超高解像度で緻密な映像の
4K液晶を搭載。髪の毛一本一本
の輝きまで見えるリアルな映像
を 楽しめます。また、IPS液 晶に
より広い視野角で斜めの角度から
見ても美しい映像を楽しめます。

映像クオリティを最大限に堪能できる4K液晶
（DA970/GAB）

４チューナ搭載（DA970/GAB）でテレビや
レコーダを自在に楽しめる
テレビ機能について詳しくは ▶ P.24

ハイレゾ音源の豊かな音質をそのまま再現するヤマハ製ス
ピーカ＋ツイーターを搭載。高音域を忠実に再現するために
開口率50％の独自のスピーカ・ハウジングを採用。CDをはるか
に超える伸びやかな高音質を体感できます。また、自然な音場
再現のヤマハ AudioEngine™により再生コンテンツに合った
音バランスを選ぶことができます。

ハイレゾ音源を忠実に再生する高音質サウンド

Windows 10 Home 第7世代 Core™ i7-7500U
（2.70GHz/最大3.50GHz）

23.8型ワイド 高輝度・高色純度・
広視野角（IPS）（Ultra HD 4K）

23.8型ワイド 高色純度・
広視野角（IPS）（フルHD）

8GB
（8GB×1）

8GB
（4GB×2） 約4TB

約3TB

DA970/GAB

DA770/GAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ Webカメラ 無線通信機能TV基本OS CPU

画面フレームを極薄化した、生活空間に自然
になじむデザイン。画面は上下左右可動で
見やすい角度に調整できます。

最新の第７世代 Core™ i7 プロセッサーと高速 DDR4 大容量8GB
メ モ リ、約4TB（DA970/GAB）/約3TB （DA770/GAシ リ ー ズ）
ハードディスク搭 載で 快 適な高 速・大
容量処理を実現。また、最新の高速転送
規格USB 3.1にも対応しています。

最新の性能を快適に使えるハイスペックPC

シンプルでモダン、インテリアの
ような大画面一体型PC

4TB
ハードディスク

DA970/GAB

ハイレゾ音源の臨場感と圧巻の映像美。
最高峰を目指したオールインワンPC

体 感するのは、究 極のリアル。

23.8 型ワイド

DA970　DA770

DA770/GAシリーズ

※グラフは効果をわかりやすくしたイメージです。　＊1：DA350/GAW。

※当社はハイレゾ普及に向け、ハイレゾモデルには、日本オーディオ協会が推奨するこのロゴを冠し推進
しています。

ファインブラック
DA970/GAB
DA770/GAB

ファインホワイト

DA770/GAW

ラズベリーレッド

DA770/GAR

ハイレゾ出力対応モデル
（DA970/GAB）

ハイレゾ出力非対応
モデル＊1

高音低音

音がクリアに聞こえる範囲

音がクリアに
聞こえる範囲

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成 テレビ連携機能

20 21※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



DA370/GAW

23.8 型ワイド

DA570　DA370　DA350

フルHDの高解像度で高精細なフルハイビジョン映像の美しさ
を忠実に再現します。広い視野角のIPS方式採用で、斜めの角度
からも美しく見られます。

映像のディテールまでリアルに楽しめる
フルHD液晶

地上・BS・110度CSデジタル3波対応TVチューナと高機能の 
TVアプリでテレビ番組をもっと便利に楽しめます。
※DA350/GAWはテレビ機能を搭載していません。

テレビやレコーダとして楽しめる多彩な機能

DA570/GABは、最新の第７世代 Core™ i5 プロセッサーを
搭載。仕事でも、エンターテイメントでも、いろいろな用途で
快適なパフォーマンスを発揮します。

あらゆる用途で快適に使える充実したPC性能

画面フレームを極 薄 化、直線に柔らか
さとやさしさを加えた繊細なデザイン。
さまざまなインテリアにも美しく映えます。
キーボード、マウスは画面下にスッキリ
収まりムダなスペースをとりません。

シンプルなフォトフレーム型
大画面一体型PC

１台４役オールインワンPC

すべての楽しみをこの一 台に。

DA570/GAB BDXLTM

IPS

ファインブラック
DA570/GAB
DA370/GAB

ラズベリーレッド

DA370/GAR

ファインホワイト

DA370/GAW
DA350/GAW

HD解像度対応
92万画素

3波対応
シングル
チューナ

-

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチドライブ

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

Smart Ready準拠

（             ）Windows 10 Home

第7世代 Core™ i5-7200U
（2.50GHz/最大3.10GHz）

 Celeron® 3865U
（1.80GHz）

23.8型ワイド 
高色純度・

広視野角（IPS）
（フルHD）

4GB
（4GB×1）

約1TB

約3TBDA570/GAB

DA350/GAW

DA370/GAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ Webカメラ 無線通信機能TV基本OS CPU

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

IPS液晶非IPS液晶

「より自然な音、その場で聞こえるような音」を楽しめるヤマハ 
AudioEngine™と、ハイレゾ音源の再生に対応したオーディオ
プレーヤ＊1を搭載しています。

映像や音楽を臨場感あるサウンドで楽しめる

＊1：HiGrand Music Player V2。HiGrand Music Player はヤマハ株式会社の商標または登録商標
です。ハイレゾ音質で再生するには市販（別売）のハイレゾ対応DAC、ヘッドフォンなどをご利用ください。
P.29をあわせてご覧ください。

＊1：ディスプレイ最小傾斜時。

DA350/GAWDA370/GAシリーズ

19＊1cm

テレビ連携機能

＊1：DA570/GABのみ。　＊2：DA350/GAWを除く。

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成

＊１＊１＊１ ＊2

22 23※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



DA370/GAW

23.8 型ワイド

DA570　DA370　DA350

フルHDの高解像度で高精細なフルハイビジョン映像の美しさ
を忠実に再現します。広い視野角のIPS方式採用で、斜めの角度
からも美しく見られます。

映像のディテールまでリアルに楽しめる
フルHD液晶

地上・BS・110度CSデジタル3波対応TVチューナと高機能の 
TVアプリでテレビ番組をもっと便利に楽しめます。
※DA350/GAWはテレビ機能を搭載していません。

テレビやレコーダとして楽しめる多彩な機能

DA570/GABは、最新の第７世代 Core™ i5 プロセッサーを
搭載。仕事でも、エンターテイメントでも、いろいろな用途で
快適なパフォーマンスを発揮します。

あらゆる用途で快適に使える充実したPC性能

画面フレームを極 薄 化、直線に柔らか
さとやさしさを加えた繊細なデザイン。
さまざまなインテリアにも美しく映えます。
キーボード、マウスは画面下にスッキリ
収まりムダなスペースをとりません。

シンプルなフォトフレーム型
大画面一体型PC

１台４役オールインワンPC

すべての楽しみをこの一 台に。

DA570/GAB BDXLTM

IPS

ファインブラック
DA570/GAB
DA370/GAB

ラズベリーレッド

DA370/GAR

ファインホワイト

DA370/GAW
DA350/GAW

HD解像度対応
92万画素

3波対応
シングル
チューナ

-

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™ 対応）

DVD
スーパーマルチドライブ

ワイヤレスLAN
IEEE802.11
ac/a/b/g/n
Bluetooth®

Smart Ready準拠

（             ）Windows 10 Home

第7世代 Core™ i5-7200U
（2.50GHz/最大3.10GHz）

 Celeron® 3865U
（1.80GHz）

23.8型ワイド 
高色純度・

広視野角（IPS）
（フルHD）

4GB
（4GB×1）

約1TB

約3TBDA570/GAB

DA350/GAW

DA370/GAシリーズ

型名 ディスプレイ メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ Webカメラ 無線通信機能TV基本OS CPU

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

IPS液晶非IPS液晶

「より自然な音、その場で聞こえるような音」を楽しめるヤマハ 
AudioEngine™と、ハイレゾ音源の再生に対応したオーディオ
プレーヤ＊1を搭載しています。

映像や音楽を臨場感あるサウンドで楽しめる

＊1：HiGrand Music Player V2。HiGrand Music Player はヤマハ株式会社の商標または登録商標
です。ハイレゾ音質で再生するには市販（別売）のハイレゾ対応DAC、ヘッドフォンなどをご利用ください。
P.29をあわせてご覧ください。

＊1：ディスプレイ最小傾斜時。

DA350/GAWDA370/GAシリーズ

19＊1cm

テレビ連携機能

＊1：DA570/GABのみ。　＊2：DA350/GAWを除く。

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成

＊１＊１＊１ ＊2

22 23※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。 やりたいことを、すばやく、効率よく。



テレビ  放 送 を
 簡 単・便 利 に 楽しめる。

使いやすく、さまざ   まな 便 利 機 能 搭 載 の
   テレビ アプリ  「 Sm ar t V i s i o n 」

「おはようマイチャンネル」を利用すれば、テレビをつけた時、視聴履歴
からその時間帯によく見るチャンネルに自動で切り替えて表示します＊1。
例えば毎朝いつものニュースチャンネルがすぐに見られて便利です。
また、「見たいとこ再生」＊2では、録画番組の視聴時に番組本編だけ
を続けて再生できます。
＊1：視聴履歴を分析するため、機能が利用できるようになるまで数日程度お待ちいただく場合があります。
＊2：出荷時はオフに設定されています。録画の際に本編と本編以外を検出し自動作成するチャプター情報を使って、
本編部分を再生する機能です。番組によっては、本編部分だけを正しく再生できない場合があります。

テレビを快適に楽しむ

※録画の際に本編と本編以外を検出し自動作成するチャプター情報を使って、本編部分を抽出する機能です。
番組によっては、本編部分だけを正しく自動抽出できない場合があります。　※別途インターネット経由でアップ
デ ートを行うことで、CPRMの著 作 権 保 護に対 応することが できます。　＊1：CPRM方 式に対 応していない
DVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。

＊1：保存可能な番組の時間のめやすは、BD-R（１層）に対し、DA970/GAB、DA770/GAシリーズで最大約41時間と
なります。　※P.36の「BD/DVD/CDの読込み／書込みについて」をあわせてご覧ください。

録画番組の本編を自動抽出する機能で、抽出した本編のみを保存
することができます。カット編集した番組は、ハードディスクに保存し
たりブルーレイディスクやDVD＊1に保存できます。カット編集後の
ファイルだけを残せるのでハードディスク容量の節約にもなります。

番組簡易編集
録りためた連続ドラマなどをまとめて一覧表示できます。また、まとめ
て表示された番組を選択し、ディスクに保存する画質を「1ディスク
ダビング」に設定することで、連続ドラマを1枚のディスク容量におさ
まる画質に自動調節して保存できます＊1。

まとめて表示・ダビング

ライブ視聴時に、テレビ放送画面の横に番組についてのツイートを
表示して、同じ番組を見ている人たちのツイートをリアルタイムで見
られます。録画番組視聴時でも放送時のツイートを再現できます。ま
た、「つぶやきメーター」でどの番組が盛り上がっているかがひと目で
わかります。友人がTwitterのDM（ダイレクトメッセージ）で送って
きたおすすめ番組も一覧表示でき、手軽に録画予約ができます。

※別途Twitterのアカウントを取得する必要があります。　※記載の機能はTwitter機能を利用して実現しているため、
Twitter側の仕様変更があった場合、機能が使えなくなったり、使いにくくなる可能性があります。

つぶやきプラス

多彩なテレビ機能［見る］ 多彩なテレビ機能［録る］ 多彩なテレビ機能［残す］

常時電源をオンにしておく必要がないので節電になります。
電源オフからの予約録画に対応

DA970/GABは4番組同時録画、DA770/GAシリーズは2番組同時
録画に対応し、フルハイビジョン解像度のまま最大約16倍＊1の長時間
録画が可能です。
＊1：BS・110度CSデジタル放送の「ダイレクトモード」との録画時間比。DA570/GAB、DA370/GAシリーズ
は最大約10倍（ハイビジョン解像度）となります。　※録画時間、保存時間、ビットレート、解像度などは機種、放
送データ、録画モードにより異なります。詳しくはP.42のTV仕様をご覧ください。

ハイビジョン長時間録画

市販の外付けハードディスクを増設すればさらに録画できます。
※動作確認済み機器情報につきましては、http://nec-lavie.jp/products/common/taioukiki/ をご覧ください。
※録画可能なめやす時間については、P.42のTV仕様「ハードディスクへの録画時間」をご覧ください。　※外付け
ハードディスクに録画した番組は、録画時に使用したパソコン上でのみ再生可能です。　※録画可能番組数は
約10,000件（DA970/GABは約40,000件）となります。

外付けハードディスク録画

DA770/GAシリーズ、DA570/GAB、DA370/GAシリーズは、「おま
かせ録画/新番組おまかせ録画」で、キーワードなどの録画条件を設定
するだけで、番組を選んで録画します。また、新番組の自動録画にも
対応。連続ドラマなどのシリーズものの番組は、予約時に一度設定す
れば以降は自動的に録画できます。
DA970/GABは、4チューナをフル活用した「おまかせタフ録り」を
搭載。これから放送される番組の、あなたへの「おすすめ度」を計算して
一定以上の点数の番組を自動録画します。

多彩な録画機能

※DA350/GAWは
テレビ機能を搭載していません。

23.8 型ワイド

編集前

編集後

※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。24 25やりたいことを、すばやく、効率よく。



テレビ  放 送 を
 簡 単・便 利 に 楽しめる。

使いやすく、さまざ   まな 便 利 機 能 搭 載 の
   テレビ アプリ  「 Sm ar t V i s i o n 」

「おはようマイチャンネル」を利用すれば、テレビをつけた時、視聴履歴
からその時間帯によく見るチャンネルに自動で切り替えて表示します＊1。
例えば毎朝いつものニュースチャンネルがすぐに見られて便利です。
また、「見たいとこ再生」＊2では、録画番組の視聴時に番組本編だけ
を続けて再生できます。
＊1：視聴履歴を分析するため、機能が利用できるようになるまで数日程度お待ちいただく場合があります。
＊2：出荷時はオフに設定されています。録画の際に本編と本編以外を検出し自動作成するチャプター情報を使って、
本編部分を再生する機能です。番組によっては、本編部分だけを正しく再生できない場合があります。

テレビを快適に楽しむ

※録画の際に本編と本編以外を検出し自動作成するチャプター情報を使って、本編部分を抽出する機能です。
番組によっては、本編部分だけを正しく自動抽出できない場合があります。　※別途インターネット経由でアップ
デ ートを行うことで、CPRMの著 作 権 保 護に対 応することが できます。　＊1：CPRM方 式に対 応していない
DVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。

＊1：保存可能な番組の時間のめやすは、BD-R（１層）に対し、DA970/GAB、DA770/GAシリーズで最大約41時間と
なります。　※P.36の「BD/DVD/CDの読込み／書込みについて」をあわせてご覧ください。

録画番組の本編を自動抽出する機能で、抽出した本編のみを保存
することができます。カット編集した番組は、ハードディスクに保存し
たりブルーレイディスクやDVD＊1に保存できます。カット編集後の
ファイルだけを残せるのでハードディスク容量の節約にもなります。

番組簡易編集
録りためた連続ドラマなどをまとめて一覧表示できます。また、まとめ
て表示された番組を選択し、ディスクに保存する画質を「1ディスク
ダビング」に設定することで、連続ドラマを1枚のディスク容量におさ
まる画質に自動調節して保存できます＊1。

まとめて表示・ダビング

ライブ視聴時に、テレビ放送画面の横に番組についてのツイートを
表示して、同じ番組を見ている人たちのツイートをリアルタイムで見
られます。録画番組視聴時でも放送時のツイートを再現できます。ま
た、「つぶやきメーター」でどの番組が盛り上がっているかがひと目で
わかります。友人がTwitterのDM（ダイレクトメッセージ）で送って
きたおすすめ番組も一覧表示でき、手軽に録画予約ができます。

※別途Twitterのアカウントを取得する必要があります。　※記載の機能はTwitter機能を利用して実現しているため、
Twitter側の仕様変更があった場合、機能が使えなくなったり、使いにくくなる可能性があります。

つぶやきプラス

多彩なテレビ機能［見る］ 多彩なテレビ機能［録る］ 多彩なテレビ機能［残す］

常時電源をオンにしておく必要がないので節電になります。
電源オフからの予約録画に対応

DA970/GABは4番組同時録画、DA770/GAシリーズは2番組同時
録画に対応し、フルハイビジョン解像度のまま最大約16倍＊1の長時間
録画が可能です。
＊1：BS・110度CSデジタル放送の「ダイレクトモード」との録画時間比。DA570/GAB、DA370/GAシリーズ
は最大約10倍（ハイビジョン解像度）となります。　※録画時間、保存時間、ビットレート、解像度などは機種、放
送データ、録画モードにより異なります。詳しくはP.42のTV仕様をご覧ください。

ハイビジョン長時間録画

市販の外付けハードディスクを増設すればさらに録画できます。
※動作確認済み機器情報につきましては、http://nec-lavie.jp/products/common/taioukiki/ をご覧ください。
※録画可能なめやす時間については、P.42のTV仕様「ハードディスクへの録画時間」をご覧ください。　※外付け
ハードディスクに録画した番組は、録画時に使用したパソコン上でのみ再生可能です。　※録画可能番組数は
約10,000件（DA970/GABは約40,000件）となります。

外付けハードディスク録画

DA770/GAシリーズ、DA570/GAB、DA370/GAシリーズは、「おま
かせ録画/新番組おまかせ録画」で、キーワードなどの録画条件を設定
するだけで、番組を選んで録画します。また、新番組の自動録画にも
対応。連続ドラマなどのシリーズものの番組は、予約時に一度設定す
れば以降は自動的に録画できます。
DA970/GABは、4チューナをフル活用した「おまかせタフ録り」を
搭載。これから放送される番組の、あなたへの「おすすめ度」を計算して
一定以上の点数の番組を自動録画します。

多彩な録画機能

※DA350/GAWは
テレビ機能を搭載していません。

23.8 型ワイド

編集前

編集後

※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。24 25やりたいことを、すばやく、効率よく。



DT750/FAW BDXLTM
IPS

DT750/FAW

第6世代 Core™ i3-6100
（3.70GHz）

Windows 10 Home

第6世代
Core™ i7-6700（3.40GHz/最大4GHz）

23型ワイド 高色純度・
広視野角（IPS）・ノングレア（フルHD）

19.5型ワイド 高色純度・
広視野角（IPS）・ノングレア（HD+） 約1TB

約3TBDT750/FAW

DT150/FAW DVD
スーパーマルチドライブ

ブルーレイディスク
ドライブ（BDXL™ 対応）

型名 ディスプレイ

4GB
（4GB×1）

8GB
（4GB×2）

メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ基本OS CPU

充実した基本性能のスタンダードモデル

■ Windows 10 Home搭載
■ 19.5型ワイド LED IPS液晶（ノングレア）、約1TBハードディスク搭載
■ 第6世代 インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー搭載

インテル® Core™ i7 プロセッサーとDDR4メモリ 8GBで高速処
理を実現。約3TBハードディスクドライブとBDXL™ 対応ドライブ
で大容量データにも対応。また、ディスプレイ側のHDMI入力端子
でゲーム機やAV機器の映像を画面に表示できます＊1。
＊1：HDMI接続にはHDMIケーブル（別売）が必要です。ディスプレイ表示用の端子のため、映像の取り込み
用途には使用できません。すべてのHDMI出力機器のご利用を保証するものではありません。

クリエイティブに使える高性能（DT750/FAW）
USB 3.0コネクタ×6に加えて、USB 2.0コネクタ×2などを装備。 
メモリスロットは4基搭載し、最大32GBまで拡張可能です。SDXC 
メモリーカードスロットも搭載しています。

本体、ディスプレイ、入力機器を自由にレイアウトでき、最適な設
置スタイルで活用できます。

※最大の32GBにするには、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（8GB)を4枚
実装する必要があります。

活用シーンの拡大に応える高い拡張性

スリムに置けるセパレートタワーPC

IPSDT150/FAW

ハイスペック・スリムタワー PC

仕事も、趣味も、
クリエイティブに。

23型ワイド 19.5型ワイド

DT750　DT150

テレビ連携機能

＊1：DT750/FAWのみ。　＊2：インフォボードのみ搭載。　

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成

＊１ ＊2＊１＊１ ＊１

※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

26 やりたいことを、すばやく、効率よく。

NECこだわりの品質検査フロー

※機種により、実施する試験内容が異なります。製品の無故障・無破損を保証するものではありません。

製品設 計時、お客 様の利用シーンを想 定して、何 種 類もの品質
試験を実施。さまざまな利用シーンでも問題が発生しないように、
想定を上回る厳しい試験を徹底して行っています。

落下試験 ほこり試験 HDD受け入れ検査 ODD受け入れ検査

外観検査 添付品もれ確認

お客様の大切なデータを保存するHDDや光ディスクドライブは、事前
に独自の動作試験を実施。問題のある部品の混入を防ぎます。

組み立て中も、常に検査・確認を行い、作業を実施。自作の検査ツールを
活用することで、確実な検査を行っています。

長時間稼働試験出荷監査

完成した製品は問題なく動作するか、添付品は正しいかなどを、専門の
検査員がチェック。あわせて長時間稼働試験を行い、得られた情報は
すぐに各部門にフィードバック。今後の品質改善に、活かされます。

多能工化 確認作業の自動化 １秒改善
約５メートルの生産ラインを
3名で担当。もし前工程で遅れ
が発生した場合は、その隣の
担当がカバーし、待ち時間短
縮に努めています。

さまざまな確認 作業を、すば
やく、確実に行うために、「自働
ネジ締め確認機」などの自作
ツールを活用しています。

小さな改善の積み重ねが、大きな
効果につながります。例えば、電動
ドライバーの「揺れ防止機構」。ドラ
イバーを使用後、手を離せば自動
で決まった向きに収納。作業の効
率化に役立っています。

安心品質への取り組みの詳細と動画は、 http://nec-lavie.jp/brand/history/#block2 をご覧ください。

2 受け入れ検査1 設計品質検査

4 出荷検査3 生産時の品質チェック

NECでは、お客様に安心して長く快適にご利用いただくために、開発・生産工程において厳しい品質管理を徹底。
開発時の耐久試験や、生産前の部品検査、生産中・出荷前の稼働試験など何重にも及ぶ検査により、
安心してお使いいただける製品づくりを行っています。

NECの安心品質への取り組み

さまざまな落下パターンで試験を実施。
落下後、機能に問題がないかを確認し
ます。

PCにとって大敵である「綿ほこり」が浮遊
した部屋でも、通常通り使用できるか
を確認します。

自働外観試験機（カメラ）で、キーボー
ドやラベルに問題がないかを確認し
ます。

入れ間違いや入れもれを防ぐため、棚
のランプが点滅・点灯して知らせます。

低温～高温の温度変化をさせながら
連続動作試験を実施。長期間使用し
ても、問題が発生しないかを確認し
ます。

実際に、ブルーレイ・DVD・CDの各
メディアを読み込ませて、動作やディス
クを傷つけていないかを確認します。 

専用の試験室で数日間、低温～高温の
温 度変 化をさせながら、電 源ON／
OFFや入力操作などを行い、正常に
動作するかを確認します。

実際の使用を想定した操 作を 行い、
問題がないかを確認します。

品質管理を行いながら、さまざまな工夫で生産効率アップ。
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DT750/FAW BDXLTM
IPS

DT750/FAW

第6世代 Core™ i3-6100
（3.70GHz）

Windows 10 Home

第6世代
Core™ i7-6700（3.40GHz/最大4GHz）

23型ワイド 高色純度・
広視野角（IPS）・ノングレア（フルHD）

19.5型ワイド 高色純度・
広視野角（IPS）・ノングレア（HD+） 約1TB

約3TBDT750/FAW

DT150/FAW DVD
スーパーマルチドライブ

ブルーレイディスク
ドライブ（BDXL™ 対応）

型名 ディスプレイ

4GB
（4GB×1）

8GB
（4GB×2）

メモリ HDD BD/DVD/CDドライブ基本OS CPU

充実した基本性能のスタンダードモデル

■ Windows 10 Home搭載
■ 19.5型ワイド LED IPS液晶（ノングレア）、約1TBハードディスク搭載
■ 第6世代 インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー搭載

インテル® Core™ i7 プロセッサーとDDR4メモリ 8GBで高速処
理を実現。約3TBハードディスクドライブとBDXL™ 対応ドライブ
で大容量データにも対応。また、ディスプレイ側のHDMI入力端子
でゲーム機やAV機器の映像を画面に表示できます＊1。
＊1：HDMI接続にはHDMIケーブル（別売）が必要です。ディスプレイ表示用の端子のため、映像の取り込み
用途には使用できません。すべてのHDMI出力機器のご利用を保証するものではありません。

クリエイティブに使える高性能（DT750/FAW）
USB 3.0コネクタ×6に加えて、USB 2.0コネクタ×2などを装備。 
メモリスロットは4基搭載し、最大32GBまで拡張可能です。SDXC 
メモリーカードスロットも搭載しています。

本体、ディスプレイ、入力機器を自由にレイアウトでき、最適な設
置スタイルで活用できます。

※最大の32GBにするには、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（8GB)を4枚
実装する必要があります。

活用シーンの拡大に応える高い拡張性

スリムに置けるセパレートタワーPC

IPSDT150/FAW

ハイスペック・スリムタワー PC

仕事も、趣味も、
クリエイティブに。

23型ワイド 19.5型ワイド

DT750　DT150

テレビ連携機能

＊1：DT750/FAWのみ。　＊2：インフォボードのみ搭載。　

LAVIEでできること　詳しくはP.28-P.31　モデルごとの対応一覧はP.32をご覧ください。

JSバックアップ LAVIEアシストワンタッチ
スタートボタン

パソコンの
いろは

おまかせ
データ引越し

インフォボード
コネクト

LAVIE
チャンネル

簡単ムービー
編集My History高度な写真

編集
フォトムービー

作成

＊１ ＊2＊１＊１ ＊１

※画像はイメージです。　※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。
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NECこだわりの品質検査フロー

※機種により、実施する試験内容が異なります。製品の無故障・無破損を保証するものではありません。

製品設 計時、お客 様の利用シーンを想 定して、何 種 類もの品質
試験を実施。さまざまな利用シーンでも問題が発生しないように、
想定を上回る厳しい試験を徹底して行っています。

落下試験 ほこり試験 HDD受け入れ検査 ODD受け入れ検査

外観検査 添付品もれ確認

お客様の大切なデータを保存するHDDや光ディスクドライブは、事前
に独自の動作試験を実施。問題のある部品の混入を防ぎます。

組み立て中も、常に検査・確認を行い、作業を実施。自作の検査ツールを
活用することで、確実な検査を行っています。

長時間稼働試験出荷監査

完成した製品は問題なく動作するか、添付品は正しいかなどを、専門の
検査員がチェック。あわせて長時間稼働試験を行い、得られた情報は
すぐに各部門にフィードバック。今後の品質改善に、活かされます。

多能工化 確認作業の自動化 １秒改善
約５メートルの生産ラインを
3名で担当。もし前工程で遅れ
が発生した場合は、その隣の
担当がカバーし、待ち時間短
縮に努めています。

さまざまな確認 作業を、すば
やく、確実に行うために、「自働
ネジ締め確認機」などの自作
ツールを活用しています。

小さな改善の積み重ねが、大きな
効果につながります。例えば、電動
ドライバーの「揺れ防止機構」。ドラ
イバーを使用後、手を離せば自動
で決まった向きに収納。作業の効
率化に役立っています。

安心品質への取り組みの詳細と動画は、 http://nec-lavie.jp/brand/history/#block2 をご覧ください。

2 受け入れ検査1 設計品質検査

4 出荷検査3 生産時の品質チェック

NECでは、お客様に安心して長く快適にご利用いただくために、開発・生産工程において厳しい品質管理を徹底。
開発時の耐久試験や、生産前の部品検査、生産中・出荷前の稼働試験など何重にも及ぶ検査により、
安心してお使いいただける製品づくりを行っています。

NECの安心品質への取り組み

さまざまな落下パターンで試験を実施。
落下後、機能に問題がないかを確認し
ます。

PCにとって大敵である「綿ほこり」が浮遊
した部屋でも、通常通り使用できるか
を確認します。

自働外観試験機（カメラ）で、キーボー
ドやラベルに問題がないかを確認し
ます。

入れ間違いや入れもれを防ぐため、棚
のランプが点滅・点灯して知らせます。

低温～高温の温度変化をさせながら
連続動作試験を実施。長期間使用し
ても、問題が発生しないかを確認し
ます。

実際に、ブルーレイ・DVD・CDの各
メディアを読み込ませて、動作やディス
クを傷つけていないかを確認します。 

専用の試験室で数日間、低温～高温の
温 度変 化をさせながら、電 源ON／
OFFや入力操作などを行い、正常に
動作するかを確認します。

実際の使用を想定した操 作を 行い、
問題がないかを確認します。

品質管理を行いながら、さまざまな工夫で生産効率アップ。
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対応機種はP.32をご覧ください。▶

各機能の搭載機種はP.4-7、P.37をご覧ください。

CyberLink MediaShow BD
オリジナルフォトムービーが簡単に作成できる！

写真の管理や、画質補正が簡単にできるアプリ。写真が撮影された
時期や、主役にしたい人物を選択すれば、条件に合ったフォトムー
ビーも作成可能。家族や友達と思い出を楽しむことができます。

使いやすく、しかも高機能のビデオ・写真編集アプリ。スマートフォン、デジカメ、ビ
デオカメラをパソコンにつなげると簡単にパソコンへ取り込めます。取り込んだビ
デオは、カット編集・BGM挿入・手ブレ補正などの編集を簡単に行えます。

デジタル一眼レフカメラのRAW形式にも対応。明るさ、彩度、コントラスト補正
に加えて、写り込んでしまった電柱や他人などを消去できる「マジックムーブ」
機能＊1、顔のシミやしわの除去ができる「メークオーバーツール」などを使って、
写真を作品に仕上げることができます。

オリジナルのフォトムービーが 簡単に作成できる！

※ビデオファイル形式によっては使用できない場合があります。　※すべての機器からの取り込みを保証するわけではありません。

Corel® PaintShop® Pro for NEC
自分の写真が、感動の作品になる！

CyberLink MediaShow BD
大量のデジカメ写真やムービーを管理・編集できる！

さまざまな動画サービスの無料動画から、あなた好みの人気動画をセレクトして配信。
自分で探す手間なく楽しめます。カテゴリはライフスタイル、スポーツ、カルチャーなど
のほか、「YouTube人気チャンネル」などネットならではの楽しさもご用意しています。

LAVIEチャンネル
今、流行っているネット動画をたっぷり楽しめる！

My History（オンラインアルバムサービス）

デジカメ写真はもちろん、アナログ写真やビデオをクラウドに保管できる！

撮りためた写真やビデオをオンラインアルバムとして保存できます。My Historyで保存
しておけば、万が一HDDが故障しても、大切な写真やビデオを失う心配もありません。
また、家族や友達と共有して、楽しむこともできます。写真500枚まで保管できる無料
プラン（解像度200万画素まで）のほか、写真枚数を増やした有料プランもあります。

4K液晶
フルHDの4倍、約829万画素の高解像度。フルハイビジョンでは
表現できなかった質感やディテールまでリアルに再現します。

スーパーシャインビューEX2 IPS液晶
色彩表現範囲72%を実現。これにより、液晶の輝度を上げても、
白ぼけすることなく明るく色鮮やかに再現します。

ヤマハ AudioEngine™
ヤマハが開発したコンサートホール設計の経験に基づいて開発
された音場補正技術を採用。ブルーレイディスクのコンテンツは
もちろん、YouTubeの動画も、臨場感あふれるサウンドで楽しむ
ことができます。

＊1：HiGrand Music Player V2またはHiGrand Music Player。HiGrand Music Playerはヤマ
ハ株式会社の商標または登録商標です。アプリのバージョンについて詳しくはP.37をご覧ください。
※本体スピーカでのハイレゾ再生はDA970/GAB、DA770/GAシリーズのみ。その他の機種は市販

（別売）のハイレゾ対応DAC、ヘッドフォンなどをご利用ください。

ハイレゾ楽曲再生アプリ「HiGrand Music Player＊1」
FLAC,ALACといったハイレゾ楽曲の再生に対応したYAMAHA製
オーディオプレーヤアプリを搭載。ハイレゾ配信サイトと連携し
ているので、ハイレゾ楽曲を手軽に入手することもできます。

みんなの写真を共有して、
楽しさをどんどん
つなげよう！

ウチの4Kホームビデオは
感動的！
きれいな映像と音で
想い出も超リアル！

写 真をもっと活 用しよう! ビ デ オを 快 適に作ろう・楽しもう!

My Treasure（アナログ写真・ビデオ デジタル変換サービス）
アナログ写真、アナログビデオ、年賀状などを色あせないデジタルデータに変換し
ます。My HistoryやDVDに保管して、思い出をいつまでも楽しむことができます

（有料サービス）。

キレイに楽しめる高精細・高画質液晶

最新の第７世代 インテル ® Core™ プロセッサー搭載モデルを
ラインアップ。高解像度でデータ量が多い4Kビデオも、快適に
編集できます。

快適に作品を作れる最新の高性能CPU

いい音で楽しめるYAMAHAサウンドシステム

ホームビデオを楽しめる！もっと!

「マジックムーブ」機能で
写真に写り込んでしまった人物を簡単消去！＊1

LAVIEでできること

もっと!

もっと!

もっと!

＊1：HF750/DAB、HF350/DAシリーズは非対応となります。
アプリのバージョンについて詳しくはP.37をご覧ください。
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対応機種はP.32をご覧ください。▶

各機能の搭載機種はP.4-7、P.37をご覧ください。

CyberLink MediaShow BD
オリジナルフォトムービーが簡単に作成できる！

写真の管理や、画質補正が簡単にできるアプリ。写真が撮影された
時期や、主役にしたい人物を選択すれば、条件に合ったフォトムー
ビーも作成可能。家族や友達と思い出を楽しむことができます。

使いやすく、しかも高機能のビデオ・写真編集アプリ。スマートフォン、デジカメ、ビ
デオカメラをパソコンにつなげると簡単にパソコンへ取り込めます。取り込んだビ
デオは、カット編集・BGM挿入・手ブレ補正などの編集を簡単に行えます。

デジタル一眼レフカメラのRAW形式にも対応。明るさ、彩度、コントラスト補正
に加えて、写り込んでしまった電柱や他人などを消去できる「マジックムーブ」
機能＊1、顔のシミやしわの除去ができる「メークオーバーツール」などを使って、
写真を作品に仕上げることができます。

オリジナルのフォトムービーが 簡単に作成できる！

※ビデオファイル形式によっては使用できない場合があります。　※すべての機器からの取り込みを保証するわけではありません。

Corel® PaintShop® Pro for NEC
自分の写真が、感動の作品になる！

CyberLink MediaShow BD
大量のデジカメ写真やムービーを管理・編集できる！

さまざまな動画サービスの無料動画から、あなた好みの人気動画をセレクトして配信。
自分で探す手間なく楽しめます。カテゴリはライフスタイル、スポーツ、カルチャーなど
のほか、「YouTube人気チャンネル」などネットならではの楽しさもご用意しています。

LAVIEチャンネル
今、流行っているネット動画をたっぷり楽しめる！

My History（オンラインアルバムサービス）

デジカメ写真はもちろん、アナログ写真やビデオをクラウドに保管できる！

撮りためた写真やビデオをオンラインアルバムとして保存できます。My Historyで保存
しておけば、万が一HDDが故障しても、大切な写真やビデオを失う心配もありません。
また、家族や友達と共有して、楽しむこともできます。写真500枚まで保管できる無料
プラン（解像度200万画素まで）のほか、写真枚数を増やした有料プランもあります。

4K液晶
フルHDの4倍、約829万画素の高解像度。フルハイビジョンでは
表現できなかった質感やディテールまでリアルに再現します。

スーパーシャインビューEX2 IPS液晶
色彩表現範囲72%を実現。これにより、液晶の輝度を上げても、
白ぼけすることなく明るく色鮮やかに再現します。

ヤマハ AudioEngine™
ヤマハが開発したコンサートホール設計の経験に基づいて開発
された音場補正技術を採用。ブルーレイディスクのコンテンツは
もちろん、YouTubeの動画も、臨場感あふれるサウンドで楽しむ
ことができます。

＊1：HiGrand Music Player V2またはHiGrand Music Player。HiGrand Music Playerはヤマ
ハ株式会社の商標または登録商標です。アプリのバージョンについて詳しくはP.37をご覧ください。
※本体スピーカでのハイレゾ再生はDA970/GAB、DA770/GAシリーズのみ。その他の機種は市販

（別売）のハイレゾ対応DAC、ヘッドフォンなどをご利用ください。

ハイレゾ楽曲再生アプリ「HiGrand Music Player＊1」
FLAC,ALACといったハイレゾ楽曲の再生に対応したYAMAHA製
オーディオプレーヤアプリを搭載。ハイレゾ配信サイトと連携し
ているので、ハイレゾ楽曲を手軽に入手することもできます。

みんなの写真を共有して、
楽しさをどんどん
つなげよう！

ウチの4Kホームビデオは
感動的！
きれいな映像と音で
想い出も超リアル！

写 真をもっと活 用しよう! ビ デ オを 快 適に作ろう・楽しもう!

My Treasure（アナログ写真・ビデオ デジタル変換サービス）
アナログ写真、アナログビデオ、年賀状などを色あせないデジタルデータに変換し
ます。My HistoryやDVDに保管して、思い出をいつまでも楽しむことができます

（有料サービス）。

キレイに楽しめる高精細・高画質液晶

最新の第７世代 インテル ® Core™ プロセッサー搭載モデルを
ラインアップ。高解像度でデータ量が多い4Kビデオも、快適に
編集できます。

快適に作品を作れる最新の高性能CPU

いい音で楽しめるYAMAHAサウンドシステム

ホームビデオを楽しめる！もっと!

「マジックムーブ」機能で
写真に写り込んでしまった人物を簡単消去！＊1

LAVIEでできること

もっと!

もっと!

もっと!

＊1：HF750/DAB、HF350/DAシリーズは非対応となります。
アプリのバージョンについて詳しくはP.37をご覧ください。
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対応機種はP.32をご覧ください。▶

インフォボードコネクト
スマートフォンで見ていたコンテンツを、LAVIEで続けて楽しめる！

ホームネットワークを使って、スマートフォンの写真・動画・Webサイト情報を簡単にパソコンに引き継いでそのまま楽しめます。スマー
トフォンで見つけた記事をパソコンの画面で確認したり、オンラインショッピングの決済を安心して行ったり。出かける前にパソコンで
確認した地図をスマートフォンに送りたい時など、便利に使えます。

わかりやすい画面を見ながら、メールデータ、アドレス帳、ブラウザの
お気に入り、ファイルや設定を簡単に新しいパソコンへ転送できます。

マウスの動かし方やキーボードを使った文字の入力方法など、基本的な操作方法を、実際
に体験しながら学ぶことができるので安心です。

※初回使用時に、インフォボードの「スマホ」タブの案内に従ってセットアップする必要があります。
※スマートフォン、タブレットに専用アプリ「インフォボードコネクト」をインストールしてご利用ください。

＊1：動作確認済み機器につきましては、http://nec-lavie.jp/products/common/taioukiki/ をご覧ください。　＊2：DTCP-IPおよびDLNA対応再生アプリ（有償）のインストールが必要です。　＊3：別途Twitterのアカウントを
取得する必要があります。初期設定はオフになっています。ご利用になるには、ツイート／ DM確認時刻を設定する必要があります。他の録画予約の時刻と重なった場合など、Twitterのリモート録画予約が行われない場合が
あります。記載の機能はTwitter機能を利用して実現しているため、Twitter側の仕様変更があった場合、機能が使えなくなったり、使いにくくなる可能性があります。

※引越し元機種はWindows Vista以降のWindows搭載パソコンとなります。データにより転送できない
場合があります。

＊1：インストールが必要です。　※モデルによってボタンの形状が異なります。

外でもVIDEO・Twitter録画予約
LAVIEで録画した番組をスマートフォンで見たり、スマートフォンで録画予約ができる！

ファイナルパソコンデータ引越し for NEC
買い換え時に、今のパソコンのデータや設定を新しいLAVIEに引き継げる！

パソコンのいろは
はじめてでも安心！ はじめの一歩からやさしく教えてくれる！

電源オフからパソコンとアプリをボタン１つで起動可能。「ソフト」ボタンはやりたいことに
合うアプリが探せる「LAVIEアプリナビ＊1」を起動、「マイ チョイス」ボタンは登録したアプリ
を起動できます。ボタンには複数のアプリを登録できるので、「メール」アプリと「ブラウザ」
アプリを1つのボタンで起動させることができます。

ワンタッチスタートボタン
ボタン１つで、電源オンとアプリの起動が一緒にできる！

パソコン、スマートフォン、タブレットの情報をまとめたサポートアプリ。マニュアルはもちろん
パソコンなどの活用情報やお役立ち情報、新製品情報、Q&Aなどを参照できます。いろいろな
使い方を動画で学ぶこともできます。

LAVIEアシスト
LAVIEの使い方で困ったら、ここですぐに解決できる！［Twitter録画予約］＊3

外出先で「予約するのを忘れてしまった！」という時でも大丈夫。
TwitterのDM（ダイレクトメッセージ）で自分宛に“録画「番組
名」”と送ると、番組表から検索して録画予約ができます。録画後
に、完了メッセージが送信されるので安心です。

［外でもVIDEO（ワイヤレス転送）］＊1

録画した番組をスマートフォンやタブレット＊2に転送（ダビング）
しておけば、外出先でも番組を楽しむことができます。また、録画
予約時に設定しておけば、録画終了時に自動でスマートフォンや
タブレットに転送（ダビング）も可能です。

インフォボード
最新のニュースや天気予報などの生活情報を自動で表示、いつでもパッと確認できます。
文章、ビデオでメッセージを残せるので、家族みんなの便利な伝言板として利用できます。＊1

＊1：AndroidTM のみ。　＊2：事前に自動同期の設定をする必要があります。機器の電源が入っている必要があります。　※すべてのスマートフォン、タブレットとの接続や動作を保証するものではありません。

スマートフォンやタブレットに保存している連絡先、カレンダーなどのデータを簡単な操作でパソコンへバックアップすることができます。
写真や動画はパソコンと同じWiFiルータに接続するだけで自動的＊1に保存されるので、便利です＊2。

JSバックアップPC版 for NEC
スマートフォンの大切なデータを手軽にバックアップ

LAVIEと組み合わせれば、
スマートフォンも
もっと楽しく使える！

スマホを便 利に使おう！

LAVIEは、
イチから教えてくれる。
だから、だれでも安心！

L AV IE だから安 心して使える！

今まで使っていたパソコン 新しいパソコン

LAVIEでできること

＊1：HFシリーズでは、伝言板機能はアップデートすることでご利用になれます。　※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。
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対応機種はP.32をご覧ください。▶

インフォボードコネクト
スマートフォンで見ていたコンテンツを、LAVIEで続けて楽しめる！

ホームネットワークを使って、スマートフォンの写真・動画・Webサイト情報を簡単にパソコンに引き継いでそのまま楽しめます。スマー
トフォンで見つけた記事をパソコンの画面で確認したり、オンラインショッピングの決済を安心して行ったり。出かける前にパソコンで
確認した地図をスマートフォンに送りたい時など、便利に使えます。

わかりやすい画面を見ながら、メールデータ、アドレス帳、ブラウザの
お気に入り、ファイルや設定を簡単に新しいパソコンへ転送できます。

マウスの動かし方やキーボードを使った文字の入力方法など、基本的な操作方法を、実際
に体験しながら学ぶことができるので安心です。

※初回使用時に、インフォボードの「スマホ」タブの案内に従ってセットアップする必要があります。
※スマートフォン、タブレットに専用アプリ「インフォボードコネクト」をインストールしてご利用ください。

＊1：動作確認済み機器につきましては、http://nec-lavie.jp/products/common/taioukiki/ をご覧ください。　＊2：DTCP-IPおよびDLNA対応再生アプリ（有償）のインストールが必要です。　＊3：別途Twitterのアカウントを
取得する必要があります。初期設定はオフになっています。ご利用になるには、ツイート／ DM確認時刻を設定する必要があります。他の録画予約の時刻と重なった場合など、Twitterのリモート録画予約が行われない場合が
あります。記載の機能はTwitter機能を利用して実現しているため、Twitter側の仕様変更があった場合、機能が使えなくなったり、使いにくくなる可能性があります。

※引越し元機種はWindows Vista以降のWindows搭載パソコンとなります。データにより転送できない
場合があります。

＊1：インストールが必要です。　※モデルによってボタンの形状が異なります。

外でもVIDEO・Twitter録画予約
LAVIEで録画した番組をスマートフォンで見たり、スマートフォンで録画予約ができる！

ファイナルパソコンデータ引越し for NEC
買い換え時に、今のパソコンのデータや設定を新しいLAVIEに引き継げる！

パソコンのいろは
はじめてでも安心！ はじめの一歩からやさしく教えてくれる！

電源オフからパソコンとアプリをボタン１つで起動可能。「ソフト」ボタンはやりたいことに
合うアプリが探せる「LAVIEアプリナビ＊1」を起動、「マイ チョイス」ボタンは登録したアプリ
を起動できます。ボタンには複数のアプリを登録できるので、「メール」アプリと「ブラウザ」
アプリを1つのボタンで起動させることができます。

ワンタッチスタートボタン
ボタン１つで、電源オンとアプリの起動が一緒にできる！

パソコン、スマートフォン、タブレットの情報をまとめたサポートアプリ。マニュアルはもちろん
パソコンなどの活用情報やお役立ち情報、新製品情報、Q&Aなどを参照できます。いろいろな
使い方を動画で学ぶこともできます。

LAVIEアシスト
LAVIEの使い方で困ったら、ここですぐに解決できる！［Twitter録画予約］＊3

外出先で「予約するのを忘れてしまった！」という時でも大丈夫。
TwitterのDM（ダイレクトメッセージ）で自分宛に“録画「番組
名」”と送ると、番組表から検索して録画予約ができます。録画後
に、完了メッセージが送信されるので安心です。

［外でもVIDEO（ワイヤレス転送）］＊1

録画した番組をスマートフォンやタブレット＊2に転送（ダビング）
しておけば、外出先でも番組を楽しむことができます。また、録画
予約時に設定しておけば、録画終了時に自動でスマートフォンや
タブレットに転送（ダビング）も可能です。

インフォボード
最新のニュースや天気予報などの生活情報を自動で表示、いつでもパッと確認できます。
文章、ビデオでメッセージを残せるので、家族みんなの便利な伝言板として利用できます。＊1

＊1：AndroidTM のみ。　＊2：事前に自動同期の設定をする必要があります。機器の電源が入っている必要があります。　※すべてのスマートフォン、タブレットとの接続や動作を保証するものではありません。

スマートフォンやタブレットに保存している連絡先、カレンダーなどのデータを簡単な操作でパソコンへバックアップすることができます。
写真や動画はパソコンと同じWiFiルータに接続するだけで自動的＊1に保存されるので、便利です＊2。

JSバックアップPC版 for NEC
スマートフォンの大切なデータを手軽にバックアップ

LAVIEと組み合わせれば、
スマートフォンも
もっと楽しく使える！

スマホを便 利に使おう！

LAVIEは、
イチから教えてくれる。
だから、だれでも安心！

L AV IE だから安 心して使える！

今まで使っていたパソコン 新しいパソコン

LAVIEでできること

＊1：HFシリーズでは、伝言板機能はアップデートすることでご利用になれます。　※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。
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マイクロソフトの

工程

できることから選ぶ
P.8 P.12 P.18P.14 P.20 P.26

詳細はP.28～P.31をご覧ください。
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＊1：Windows ストアからアプリをダウンロード、インストールすることでご利用になれます。　＊2：NS850/FABはインフォボードのみ搭載。インフォボードコネクトは、ホームページ（http://nec-lavie.jp/products/common/ib/171q/）からアプリをダウンロー
ド、インストールすることでご利用になれます。　＊3：インフォボードのみ搭載。
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マイクロソフトの

工程

できることから選ぶ
P.8 P.12 P.18P.14 P.20 P.26

詳細はP.28～P.31をご覧ください。
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＊1：Windows ストアからアプリをダウンロード、インストールすることでご利用になれます。　＊2：NS850/FABはインフォボードのみ搭載。インフォボードコネクトは、ホームページ（http://nec-lavie.jp/products/common/ib/171q/）からアプリをダウンロー
ド、インストールすることでご利用になれます。　＊3：インフォボードのみ搭載。
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［ご相談内容に関するご注意］　※本サービスは、問題解決のご支援を行うものであり、問題解決を保証するものではありません。　※ハードウェアの故障、修理手配、代替品の提供、アプリの不具合などに関するお問い合わせには対
応できません。　※アプリのサポートは、基本的な使用方法のみとさせていただきます。専門的な知識を要する、デザイン・作成等のサポートは対応できません。　※個人情報の入力・設定が必要なサポートは、口頭でのご案内のみ
とさせていただきます。　※業務用の周辺機器・アプリは対象外になります。また、フリーウェア・シェアウェアは対象外となります。　※公序良俗に反したり、法令に抵触したりするサービス、あるいはその恐れのあるサービスには対
応できません。

※下記［ご相談内容に関するご注意］をお読みください。 　※電話番号はご契約後にご確認いただけます。
サービス内容の詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ →　「電話相談し放題サービス」をご覧ください。  

＊1：ブロードバンドルータAtermにつきましては、Atermインフォメーションセンターにお問い合わせください。　＊2：予約可能な時間は、１２１コンタクトセンターの受付時間内となります。

リモ ートサポート

■ 購入相談 受付時間9：00～17：00

121コンタクトセンター

パソコンご購入をご検討の際、商品選びのご相談をお受けします。

電話相談し放題サービス

トラブルを診断し、故障の可能性がある場合は修理を承ります。
■ テクニカルサポート（故障診断・修理受付） 受付時間

9：00～19：00

NEC製パソコン、NEC製周辺機器＊1、NEC製アプリなどについ
て、設定方法や使い方に関するご質問にお答えします。

■ テクニカルサポート（使い方相談）受付時間9：00～19：00

● NEC あんしんサービス便 集配
無料

梱包
無料

月額料金制

24時間受付
（年中無休）

http://121ware.com/qa/

インターネットでご予約いただいた日時＊2に、121コンタクトセン
ターからお電話をさしあげます。

故障したパソコンの梱包、引き取り、返送を、宅配業者が無料で行います。

■ 電話サポート予約サービス

http://121ware.com/support/reserve-tel/

トラブル解決に役立つサポート情報や、商品仕様などを掲載しています。困ったときは、まずこちらをご覧ください！

お客様情報登録をしていただくと、電話相談窓口「121コンタクトセンター テクニカ
ルサポート」をご利用いただけます。また、サポート情報をメールでお届けします。http://121ware.com/my/

121wareサービス＆サポート

お客 様 情報 登 録をすると、もっと安 心！
ご登録はこちらから

http://121ware.com/support/ 

電話でご相談の際に、ブロードバンド回線を通じてお客様のパソコン画面を技術スタッフの
パソコンに表示し、画面を確認しながら、わかりやすく説明させていただきます。 

0120-977-121

NEC 製パソコンのサポート情報掲載 Web サイトWebサポート

電話サポート

※事前に無料のお客様情報登録（保有商品登録含む）が必要です。登録方法の詳細につきましては、パソコン本体添付のマニュアルをご覧ください。

NECなら、Windows  10  パソコンも安心

例えば

パソコンをもっと活用できる!

■ デジタルカメラから写真を保存したい　　■ ホームページの内容を印刷したい　　■ アプリの操作方法がわからない　等

身近な電話でサッと解決！

NEC製のパソコン・周辺機器・アプリの設定方法や使い方、故障診断、修理受付などのテクニカルサポートをご利用いただけます。

テクニカルサポートで、安心！！

NEC製パソコン・タブレット、他社製の周辺機器やアプリ、インターネット活用方法などのご相談にお応えします。 月額料金制のサービスで、
困ったときに何度でもご相談いただけます。 

フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号
（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）
または03-6670-6000へおかけください。

受付時間 9：00～19：00 ※システムメンテナンス等のため、サービスを休止させていただく場合があります。

受付時間：9:00～21:00 ※システムメンテナンス等のため、サービスを休止させていただく場合があります。 ご利用料金：月額700円（税抜） ※お問い合わせの通話料はお客様負担となります。  

24時間
受付

キーワードで検索したり、項目か
ら選択したり、まずはこちらで調
べられます。

Q&Aコーナー

http://121ware.com/support/repair/

24時間いつでも引き取り修理などの依 頼 が
できます。修 理申し込 み 可 能な 機 種はホー
ムページにてご確認ください。

Web 修理受付
15,000

件以上を
掲載

http://121ware.com/okwave/

わからないことは、コミュニティで質問する
こともできます。パソコンご利用者同士の情
報連携で素早く解決できる場合もあります。

Q&Aコミュニティ 24時間
対応

OKWAVE社
連携

サポート！

※メーカー保証の範囲内の故障とは、正常なご使用状態のもとでPCが故障した場合をいいます。天災や取扱いの不注意による破損・損傷は含みません。使用条件によっては、別途費用が発生します。　※一部対象外の機種もございます。詳しくはホームページでご確認ください。

※特別保証には修理限度額が設定されております。　※地震および噴火に起因する場合は対象外となります。　※一部対象外の機種もございます。詳しくはホームページでご確認ください。

※火災の場合、消防署発行の罹災証明書の提出が必要

申込期間： PCお買い上げ日から1年未満

通常1年間のメーカー保証を、3・4・5年間に延長。メーカー保証の範囲内の故障は何度でも無料で引取修理いたします。

メーカー保証を、3・4・5年間に延長することに加えて、メーカー保証では対象とならない天災や、取扱い不注意による破損・損傷に対応する特別
保証がついています。 例えば、洪水・台風・土砂崩れ・落雷・火災・落下・水こぼし等による破損・損傷が、特別保証の対象となります。

サポートスタッフがお客様のご自宅までお伺いしてその場でサポートします。
電話ではトラブルの状況を伝えるのが難しい場合や、操作方法がわからない
ような場合でも、お客様の環境や状況に応じて、サポートスタッフが対応しま
す。ご購入直後のパソコンやプリンタの設置・設定、インターネット接続や無
線LANの設定、トラブル診断、操作レッスンなど幅広く対応いたします。

メーカー保証サービスパック3・4・5 年版

パソコンライフに安 心をプラス有 償サービ ス

有 料

あんしん保証サービスパック3・4・5 年版 有 料

受付時間9：00～21：00（年中無休）0120-993-121

※本カタログに記載の価格はすべて税抜表示となっております。価格には別途消費税がかかります。

安心保証サービス月額版おすすめセット

電話相談し放題サービス（電話サポート）

パソコンご購入直後のお客様におすすめ 月額料金制

通常1年間のメーカー保証を最大5年間に延長できるサービスです。さらに、通常のメーカー保証では対象にな
らない天災や、取扱い不注意（落雷・落下・水こぼし等）による破損・損傷にも対応する特別保証がついています。

安心保証
サービス月額版

My Treasure（フォト・ビデオデジタル変換サービス）ご利用時、デジタル化料金が20％OFFとなります。
詳しくは、P.28をご覧ください。

フォト・ビデオデジタル
変換サービス割引特典

毎日を楽しく、快適に！グルメ、宿泊、レジャー、育児・介護サービスなど、国内・海外の約20万の施設を優
待価格でご利用いただけます！

LAVIE・
クラブオフサービス

※ご購入日から60日以内

ご利用料金：月額600円（税抜） 

ご利用料金：月額600円（税抜） 

最大3ヶ月無料

延長
保証

優待
割引

これからパソコンやタブレットを使いはじめるお客様におすすめセットでの
お申し込みで
月々100円

OFF!

申込期間： PCお買い上げ日から60日以内

各サービスの内容、料金などの詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ でご確認ください。

メーカー保証を3・4・5年間に延長！【引取修理】
メーカー
標準保証

【引取修理】

あんしん保証は3・4・5年間ずっと！【引取修理】

メーカー保証

あんしん保証

1年目

水こぼし、火災、落雷、水害、落下などによる破損

故障

2年目 3・4・5年目

詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

パソコンを引き取ってWindowsの再セットアップを代行し、ご購入時の
状態に戻すサービスです。状態が改善しない場合、そのまま修理すること
もできます。

円（税抜）14,000
ご利用価格手間のかかる再セットアップ作業を代行！

再セットアップ代行サービス

誤操作によるデータ消失やアクセス不可に陥ってしまったハードディスク、
メモリなどからデータを復旧するサービスです。送付いただいた障害媒体
からデータを復旧し、CD-R等に入れて返却いたします。

パソコンやデジタルカメラのデータ消失！など万一の時に
データ復旧サービス

お客様ご自身でバッテリパックの取りはずし・交換ができない時に、機器を
お預かりして新しいバッテリパックに交換するサービスです。

バッテリパックの充電機能が低下してしまった時に！
バッテリ交換サービス

お困りのときに、サポートスタッフが駆けつけ、その場でサポートします！
パソコン全国出張サービス

0120-977-121121コンタクトセンター 受付時間9：00～19：00（年中無休）
フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）
または03-6670-6000へおかけください。

延長保証

※お問い合わせの通話料はお客様負担となります。 
※単独のお申し込みの場合は、月額700円（税抜）となります。

トラブルなどでお困りのときに安心のサービス

※サービス内容は予告なしに変更する場合があります。最新情報はhttp://121ware.com/support/でご確認ください。
［修理に関するご注意］　※修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います（一部離島を除く）。　※必ず修理約款にご同意のうえ修理をお申し込みください。　※ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関までの移動は、お
客様ご自身で行っていただきます。　※故障交換した部品はお返しいたしません。

http://nec-lavie.jp/shop/ → 延長保証
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［ご相談内容に関するご注意］　※本サービスは、問題解決のご支援を行うものであり、問題解決を保証するものではありません。　※ハードウェアの故障、修理手配、代替品の提供、アプリの不具合などに関するお問い合わせには対
応できません。　※アプリのサポートは、基本的な使用方法のみとさせていただきます。専門的な知識を要する、デザイン・作成等のサポートは対応できません。　※個人情報の入力・設定が必要なサポートは、口頭でのご案内のみ
とさせていただきます。　※業務用の周辺機器・アプリは対象外になります。また、フリーウェア・シェアウェアは対象外となります。　※公序良俗に反したり、法令に抵触したりするサービス、あるいはその恐れのあるサービスには対
応できません。

※下記［ご相談内容に関するご注意］をお読みください。 　※電話番号はご契約後にご確認いただけます。
サービス内容の詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ →　「電話相談し放題サービス」をご覧ください。  

＊1：ブロードバンドルータAtermにつきましては、Atermインフォメーションセンターにお問い合わせください。　＊2：予約可能な時間は、１２１コンタクトセンターの受付時間内となります。

リモ ートサポート

■ 購入相談 受付時間9：00～17：00

121コンタクトセンター

パソコンご購入をご検討の際、商品選びのご相談をお受けします。

電話相談し放題サービス

トラブルを診断し、故障の可能性がある場合は修理を承ります。
■ テクニカルサポート（故障診断・修理受付） 受付時間

9：00～19：00

NEC製パソコン、NEC製周辺機器＊1、NEC製アプリなどについ
て、設定方法や使い方に関するご質問にお答えします。

■ テクニカルサポート（使い方相談）受付時間9：00～19：00

● NEC あんしんサービス便 集配
無料

梱包
無料

月額料金制

24時間受付
（年中無休）

http://121ware.com/qa/

インターネットでご予約いただいた日時＊2に、121コンタクトセン
ターからお電話をさしあげます。

故障したパソコンの梱包、引き取り、返送を、宅配業者が無料で行います。

■ 電話サポート予約サービス

http://121ware.com/support/reserve-tel/

トラブル解決に役立つサポート情報や、商品仕様などを掲載しています。困ったときは、まずこちらをご覧ください！

お客様情報登録をしていただくと、電話相談窓口「121コンタクトセンター テクニカ
ルサポート」をご利用いただけます。また、サポート情報をメールでお届けします。http://121ware.com/my/

121wareサービス＆サポート

お客 様 情報 登 録をすると、もっと安 心！
ご登録はこちらから

http://121ware.com/support/ 

電話でご相談の際に、ブロードバンド回線を通じてお客様のパソコン画面を技術スタッフの
パソコンに表示し、画面を確認しながら、わかりやすく説明させていただきます。 

0120-977-121

NEC 製パソコンのサポート情報掲載 Web サイトWebサポート

電話サポート

※事前に無料のお客様情報登録（保有商品登録含む）が必要です。登録方法の詳細につきましては、パソコン本体添付のマニュアルをご覧ください。

NECなら、Windows  10  パソコンも安心

例えば

パソコンをもっと活用できる!

■ デジタルカメラから写真を保存したい　　■ ホームページの内容を印刷したい　　■ アプリの操作方法がわからない　等

身近な電話でサッと解決！

NEC製のパソコン・周辺機器・アプリの設定方法や使い方、故障診断、修理受付などのテクニカルサポートをご利用いただけます。

テクニカルサポートで、安心！！

NEC製パソコン・タブレット、他社製の周辺機器やアプリ、インターネット活用方法などのご相談にお応えします。 月額料金制のサービスで、
困ったときに何度でもご相談いただけます。 

フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号
（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）
または03-6670-6000へおかけください。

受付時間 9：00～19：00 ※システムメンテナンス等のため、サービスを休止させていただく場合があります。

受付時間：9:00～21:00 ※システムメンテナンス等のため、サービスを休止させていただく場合があります。 ご利用料金：月額700円（税抜） ※お問い合わせの通話料はお客様負担となります。  

24時間
受付

キーワードで検索したり、項目か
ら選択したり、まずはこちらで調
べられます。

Q&Aコーナー

http://121ware.com/support/repair/

24時間いつでも引き取り修理などの依 頼 が
できます。修 理申し込 み 可 能な 機 種はホー
ムページにてご確認ください。

Web 修理受付
15,000

件以上を
掲載

http://121ware.com/okwave/

わからないことは、コミュニティで質問する
こともできます。パソコンご利用者同士の情
報連携で素早く解決できる場合もあります。

Q&Aコミュニティ 24時間
対応

OKWAVE社
連携

サポート！

※メーカー保証の範囲内の故障とは、正常なご使用状態のもとでPCが故障した場合をいいます。天災や取扱いの不注意による破損・損傷は含みません。使用条件によっては、別途費用が発生します。　※一部対象外の機種もございます。詳しくはホームページでご確認ください。

※特別保証には修理限度額が設定されております。　※地震および噴火に起因する場合は対象外となります。　※一部対象外の機種もございます。詳しくはホームページでご確認ください。

※火災の場合、消防署発行の罹災証明書の提出が必要

申込期間： PCお買い上げ日から1年未満

通常1年間のメーカー保証を、3・4・5年間に延長。メーカー保証の範囲内の故障は何度でも無料で引取修理いたします。

メーカー保証を、3・4・5年間に延長することに加えて、メーカー保証では対象とならない天災や、取扱い不注意による破損・損傷に対応する特別
保証がついています。 例えば、洪水・台風・土砂崩れ・落雷・火災・落下・水こぼし等による破損・損傷が、特別保証の対象となります。

サポートスタッフがお客様のご自宅までお伺いしてその場でサポートします。
電話ではトラブルの状況を伝えるのが難しい場合や、操作方法がわからない
ような場合でも、お客様の環境や状況に応じて、サポートスタッフが対応しま
す。ご購入直後のパソコンやプリンタの設置・設定、インターネット接続や無
線LANの設定、トラブル診断、操作レッスンなど幅広く対応いたします。

メーカー保証サービスパック3・4・5 年版

パソコンライフに安 心をプラス有 償サービ ス

有 料

あんしん保証サービスパック3・4・5 年版 有 料

受付時間9：00～21：00（年中無休）0120-993-121

※本カタログに記載の価格はすべて税抜表示となっております。価格には別途消費税がかかります。

安心保証サービス月額版おすすめセット

電話相談し放題サービス（電話サポート）

パソコンご購入直後のお客様におすすめ 月額料金制

通常1年間のメーカー保証を最大5年間に延長できるサービスです。さらに、通常のメーカー保証では対象にな
らない天災や、取扱い不注意（落雷・落下・水こぼし等）による破損・損傷にも対応する特別保証がついています。

安心保証
サービス月額版

My Treasure（フォト・ビデオデジタル変換サービス）ご利用時、デジタル化料金が20％OFFとなります。
詳しくは、P.28をご覧ください。

フォト・ビデオデジタル
変換サービス割引特典

毎日を楽しく、快適に！グルメ、宿泊、レジャー、育児・介護サービスなど、国内・海外の約20万の施設を優
待価格でご利用いただけます！

LAVIE・
クラブオフサービス

※ご購入日から60日以内

ご利用料金：月額600円（税抜） 

ご利用料金：月額600円（税抜） 

最大3ヶ月無料

延長
保証

優待
割引

これからパソコンやタブレットを使いはじめるお客様におすすめセットでの
お申し込みで
月々100円

OFF!

申込期間： PCお買い上げ日から60日以内

各サービスの内容、料金などの詳細につきましては、ホームページ http://121ware.com/ss/ でご確認ください。

メーカー保証を3・4・5年間に延長！【引取修理】
メーカー
標準保証

【引取修理】

あんしん保証は3・4・5年間ずっと！【引取修理】

メーカー保証

あんしん保証

1年目

水こぼし、火災、落雷、水害、落下などによる破損

故障

2年目 3・4・5年目

詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

パソコンを引き取ってWindowsの再セットアップを代行し、ご購入時の
状態に戻すサービスです。状態が改善しない場合、そのまま修理すること
もできます。

円（税抜）14,000
ご利用価格手間のかかる再セットアップ作業を代行！

再セットアップ代行サービス

誤操作によるデータ消失やアクセス不可に陥ってしまったハードディスク、
メモリなどからデータを復旧するサービスです。送付いただいた障害媒体
からデータを復旧し、CD-R等に入れて返却いたします。

パソコンやデジタルカメラのデータ消失！など万一の時に
データ復旧サービス

お客様ご自身でバッテリパックの取りはずし・交換ができない時に、機器を
お預かりして新しいバッテリパックに交換するサービスです。

バッテリパックの充電機能が低下してしまった時に！
バッテリ交換サービス

お困りのときに、サポートスタッフが駆けつけ、その場でサポートします！
パソコン全国出張サービス

0120-977-121121コンタクトセンター 受付時間9：00～19：00（年中無休）
フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）
または03-6670-6000へおかけください。

延長保証

※お問い合わせの通話料はお客様負担となります。 
※単独のお申し込みの場合は、月額700円（税抜）となります。

トラブルなどでお困りのときに安心のサービス

※サービス内容は予告なしに変更する場合があります。最新情報はhttp://121ware.com/support/でご確認ください。
［修理に関するご注意］　※修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います（一部離島を除く）。　※必ず修理約款にご同意のうえ修理をお申し込みください。　※ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関までの移動は、お
客様ご自身で行っていただきます。　※故障交換した部品はお返しいたしません。

http://nec-lavie.jp/shop/ → 延長保証
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2.4 DS/OF 4
ワイヤレスLAN（2.4GHz）

Wireless Input System

2.4 XX4

2.4 FH 8
Bluetooth®

2.4 FH 4

Bluetooth®マウス/
Bluetooth®キーボード

■ カタログについてのご注意
●このカタログで使用している商品は、本カタログ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。　●このカタロ
グに記載された仕様、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。最新の情報はホ
ームページ（http://nec-lavie.jp/）をご覧ください。　●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。
●このカタログに記載の内容は、特に別の記載がない場合、このカタログに掲載された商品のみに関する内容となりま
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アプリ
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、添付アプリのバージ
ョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。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。　●このカタログ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。　●ハードデ
ィスク/SSD/内蔵フラッシュメモリ容量は特に記載がない場合、1MB＝10002バイト、1GB＝10003バイト、1TB＝
10004バイト換算値です。1MB＝10242バイト、1GB＝10243バイト、1TB＝10244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。

■ 商品についてのご注意
●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、VCCI協会の基準に基づく
クラスB情報技術装置です。　●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｡ 　●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｡ 　●本商品には、有寿命部品（デ
ィスプレイ、光学ドライブ、ハードディスク/SSD/内蔵フラッシュメモリ、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基
板など）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。　●本カタ
ログに掲載の商品の本体は、高調波電流規制について高調波電流規格JIS C 61000-3-2適合品です。本体の電源の入力
波形は正弦波をサポートしています。　●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
はホームページ（http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006541）をご覧ください。
●別売のOSをインストールおよび利用することはできません｡ 　●本商品にインストール済みのアプリは､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アプリおよび別売のアプリをご使用
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｡ 　●別途ご購入されているアプリの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認の上、お客
様の責任において使用してくださるようお願いいたします。　●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。　●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。　●本商品（アプリを含む）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。ただし、海外保証サービス［NEC 
UltraCareSM International Service］対象機種につきましては、海外から日本へのハードウェア引取修理サービスを実
施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ（http://121ware.com/ ultracare/jpn/）をご覧くだ
さい。　●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。　●本商品は、24時間を超えるよう
な連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。　●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。　●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びくださ
い。　●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。　●お客様登録の際に
は個人情報を登録していただく必要があります。　●パソコンを廃棄・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/SSD/内蔵フラッシュメモリなど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。データの消去には本商品に搭載の「ハードディスクデータ消去機能」あるいは専
用アプリサービス（有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細はホームページ（http://121ware.com/
product/pc/attnhd/index.html）をご覧ください。　●本商品には、再セットアップ用の媒体（CD-ROM/DVD-
ROM/BD-ROM）は添付されておりません。　●PC用バッテリの詳細についてはホームページ（http://home.jeita.
or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14）をご覧ください。

■ 電波に関するご注意
［ワイヤレスLAN、Bluetooth®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン対応商品］
●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、
Bluetooth®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン対応商品］
●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。

［ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a ／ IEEE802.11n ／ IEEE802.11ac対応商品］
●IEEE802.11a（W52/W53）、IEEE802.11n（W52/W53）およびIEEE802.11ac（W52/W53）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。　●5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a（W52/W53/W56）、
IEEE802.11n（W52/W53/W56）およびIEEE802.11ac（W52/W53/W56）準拠です。W52/W53/W56は一般
社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/2015 
0518140317_EKt1H2lITb.pdf）をご覧ください。

■ 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アプリが、各種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。　●USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0/USB 3.0/
USB 3.1で動作するには各々の規格に対応した周辺機器が必要です。　●他メーカ製増設機器、および増設機器に添付
のアプリにつきましては、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客
様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

■ 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。

■ 64ビット対応OS（Windows 10）についてのご注意
●本製品に搭載されているWindows 10は64ビット対応OSになります。本OSでは16ビット版用のアプリは、動作し
ません。そのほか一部の市販アプリや周辺機器では、64ビット版OSでは動作しないものがあります。ご利用になられる
アプリや周辺機器が64ビット版OSに対応しているか事前にご確認ください。

■ BD/DVD/CDの読込み／書込みについて
●ブルーレイディスクやAVCRECでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術
AACSを採用しています。ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更
新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生アプリが表示するメッセージに従いインターネットに接続するこ
とで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可
能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。今後、AACSキー
の提供に関する必要な情報は、ホームページ（http://121ware.com/support/）にてお知らせいたします。　●ダビン
グ10など、著作権保護されたデジタル放送の録画番組をDVDなどに保存したり、「CyberLink PowerDVD」、

「CyberLink PowerDVD BD with 4K」でCPRMの著作権保護のかかったビデオディスクを再生させるには、インター
ネットに接続し、CPRMの著作権保護機能に対応させるプログラムを入手し、実行する必要があります。　●ブルーレ
イディスクドライブ搭載モデルでのブルーレイディスクの再生には、「CyberLink PowerDVD BD with 4K」を使用し
てください。　●ブルーレイディスクドライブ搭載モデルは市販のブルーレイディスクコンテンツ（BD-ROM）で、地域

（リージョンコード）の設定が［A］のディスクや、本商品にプリインストールされている「SmartVision」や「CyberLink 
MediaShow BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 4K」で作成したブルーレイディスクを再生することがで
きます。　●DVDビデオの再生は、アプリによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコー
ド「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があ
ります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書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。DVDレコーダや他のパソコンで作成されたDVD、ブルーレイディスクは、
再生できないことがあります。　●ブルーレイディスクやAVCREC・AVCHD形式のＤＶＤの再生はアプリを用いて再
生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で
音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。　●テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクやＤＶＤを再生しな
いでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。　●BD-RE、BD-Rディスクに記録
できる番組数は最大200番組です。　●録画したデジタル放送をブルーレイディスクにムーブまたはコピーした場合
には、データ放送、番組情報は保存されません。　●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成が
できない場合があります。　●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、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面が汚れている場合など、読み取りできない場合があります。　●8cmの音
楽CDとディスクタイプのビデオカメラで撮影した8cmディスクの読込みに対応しています。　●ハート形、カード形
などの特殊形状をしたディスクはサポート対象外となります。　●設定した書込み、書換え速度を実現するためには、
書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。　●ライティングアプリが表示する書込み予想時間と異なる
場合があります。　●「SmartVision」、「CyberLink MediaShow BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 
4K」で作成したDVDやブルーレイディスクは各規格に対応した家庭用のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスク
プレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できる形式
で保存されますが、一部のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ、ブ
ルーレイディスクドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないこ
とがあります。　●「CyberLink MediaShow BD」、および「CyberLink MediaShow BD with 4K」でビデオ再生する
とき、プレビューウインドウで映像がなめらかに再生されないことがあります。　●アプリによっては書込み速度設定
において最大速度を表示しない場合があります。

■ TVの視聴／録画に関するご注意
［電波・受信・施設（アンテナなど）について］　●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。　●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてUHFアンテナを設置す
る必要があります。　●BS・110度CSデジタル放送の視聴には、BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナ
の設置が必要です。アンテナの調整については、アンテナのマニュアルをご覧ください。なお、チャンネルによっては視
聴に際して加入契約が必要となります。　●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況の影響を受けるこ
とがあり、強い雨が降ったり、激しい降雪や雪がアンテナに付着することなどにより受信電波が弱くなって、一時的に映
像にノイズまたは音声に雑音が出たり、極端な場合はまったく受信できなくなることがあります。　●TV放送やデー
タ放送をご覧になる場合、ノイズ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。　●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。電波が弱すぎる、または、強すぎる地域では受信状態が悪くなる場合がありますので、市販のブ
ースターやアッテネーターなどで適切な強さに調整することが必要になる場合があります。受信環境によっては分波器

（別売）、分配器（別売）、混合器（別売）などが必要となります。　●モデム機能を搭載していないため、BSデジタル放送、
および110度CSデジタル放送対応機種で、一部の番組で提供されている電話回線を用いた双方向サービスはご利用にな
れません。　●DAシリーズには、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。したがって、
アンテナに接続している機器がDAシリーズだけの場合や、電源供給機能を有するテレビやレコーダをアンテナに接続
しているがこのテレビやレコーダの電源が切れるとアンテナへの電源供給も切れてしまう場合には、別途「電源供給器」
が必要になります。詳細は、ホームページ（http://nec-lavie.jp/products/common/dtv/）で事前にご確認ください。

［視聴・録画について］　●他のアプリの動作などによりパソコンの負荷状況によっては、映像がコマ落ちしたり、操作に
対する反応が遅くなったりする場合がありますが、故障ではありません。　●録画時間は映像の内容およびご利用状況
によって変動する場合があります。　●本商品は録画のときに暗号化技術を使っているため、故障内容によっては修理
しても録画した番組が再生できなくなる場合がありますのであらかじめご了承願います。

■ もしもの時の再セットアップをスマートに
万一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/SSD/内蔵フラッシュメモリから直接再セットアッ
プを行うことができます。再セットアップ用のメディアを作成することもできます。再セットアップ機能の詳細は、商品
添付のマニュアルをご覧ください。万一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用メディアを販売し
ています。詳細は、「メディアオーダーセンター」ホームページ（https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/）をご覧ください。

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、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。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（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、見る角度や温度変化によっては、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。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載してお
ります。JEITAガイドラインホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs 
9e7Z80.pdf）をご覧ください。

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（ハ
ードディスク/SSD/内蔵フラッシュメモリなど）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。

カタログ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

　　安心の日本語対応で引き取り修理　　UltraCareSM International Service　　　　http://121ware.com/ultracare/jpn/

日本への引き取り修理サービスを実施します。日本のNEC UltraCareSMカスタマーサポートセンターで修理に関するお電話をお受けします。
（日本時間の平日9時〜17時対応。日本語対応のみ。通話料お客様負担）

ハードウェア
修理

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの保証期間中に海外24地域から日本への引き取り修理サポートを行います。
対象パソコン（2017年2月現在）： HZシリーズ、NMシリーズ

対象地域
（2017年2月現在、24地域、50音順）

イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、デンマーク、
ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、ルクセンブルク

注意事項・その他　●本サービスをお受けになるための適用条件：本サービスを受けるためには、海外保証サービスへの事前登録が必要です。　●ハードディスクデータの取り扱い：ハードディスクに記載された内容は、故障や障害およびその他の原因にかかわらず、修
理時にすべて消去されます。修理の前にお客様ご自身でデータのバックアップを必ず行ってください。　●海外でお使いいただく際の注意事項：電源コードは、使用される国に適合した電源コードを別途ご準備ください。　●本サービスの詳細について：本カタログ掲載
以外の対象機種、および本サービスの詳細につきましては、インターネット http://121ware.com/ultracare/jpn/ をご覧ください。

電話
相談
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［アプリ使用の際のご注意］アプリによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。アプリによっては、ご利用になれる期間や機能に一部制限があります。プリインストールアプリは、市販のパッケージ商品と機
能などが一部異なるものがあります。同じ名称のアプリでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。すべての機能をご使用いただくには別途アップデートが必要な場合があります。セキュリティ関連のアプリは、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。
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基本OS
OS Windows 10 Home 64ビット ＊1 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス/Office Personal Premium プラス Office 365 サービス
文書を作成する Microsoft Word 2016 ＊2 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎

Microsoft Word 2013 ＊17 － － － ● － －
表やグラフを作成する Microsoft Excel 2016 ＊2 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎

Microsoft Excel 2013 ＊17 － － － ● － －
電子メールやスケジュールの管理をする Microsoft Outlook 2016 ＊2 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎

Microsoft Outlook 2013 ＊17 － － － ● － －
プレゼンテーション用の資料を作成する Microsoft PowerPoint 2016 ＊2 ◎ ◎ ◎ － － ◎ － ◎ －

Microsoft PowerPoint 2013 ＊17 － － － ● － －
Webクリップや情報の収集・整理をする Microsoft OneNote 2016 ＊2 ◎ ◎ ◎ － － ◎ － ◎ －

Microsoft OneNote 2013 ＊17 － － － ● － －
日常の生活やビジネスに役立つ
テンプレートなどをご紹介する 楽しもう！Office ライフ★ ◎ ◎ － ◎ － ◎ －
PowerPointで写真アルバムを作成する Microsoft PowerPoint 楽しもう フォト ウィザード － － ◎ － ◎ － ◎ －
インターネット
ホームページを見る Microsoft Edge★ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Internet Explorer 11 ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
様々なニュースサイトの情報をまとめて見る My Time Line★ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
安心・便利
サポート情報やお役立ち情報を見る、
Windowsの使い方などを動画で学ぶ LAVIEアシスト★ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎＊18 ◎ ◎
やりたいことからアプリを探して起動する LAVIEアプリナビ ◆ ● ● ● ● ● ●
コンピュータウイルスを検出、駆除する マカフィー® リブセーフ™（使用期間限定版） ©2016 McAfee, Inc. ＊3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
古いＰＣから新しいＰＣへデータを移す ファイナルパソコンデータ引越し for NEC ＊4 ◆ ◎ ◎ ◎ － － ◎ ◎

ファイナルパソコンデータ引越し 11™ plus for NEC ＊4 ◆ － － － ◎ － －
簡単にデータをバックアップする おてがるバックアップ ©2016 Corel Corporation. All Rights Reserved. ＊5＊6 － － ◎ － ◎ ◎ ◎
再セットアップ用メディアを作成する 再セットアップメディア作成ツール ◆ ◎＊15 － ◎＊15 ◎ ◎ ◎ ◎
NECからの最新の更新プログラムを入手する LAVIEアップデート ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
スマートフォンの写真・動画などのデータを 
PCにバックアップ・同期する JSバックアップPC版 for NEC ＊5＊6 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎
オンラインストレージにファイルを保管する Dropbox ＊7 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎
音声で情報を検索したりPCを操作する LAVIEボイス ◆ － － － ● － －
AV関連
写真/動画を見る、
スマートフォンと共有する LAVIEフォト SR★ ◆ － － ◎ － ◎ － ◎
DVDビデオやブルーレイディスクを観る CyberLink PowerDVD BD with 4K ＊8＊9 － － ◎ － ◎ － ◎ － ◎ －
DVDビデオを観る CyberLink PowerDVD ＊8 － － － ◎ － ◎ － ◎ － ◎

写真や動画を編集、 
ブルーレイディスク/DVDに保存する

CyberLink MediaShow BD with 4K ＊9 － － ◎ － ◎
＊19 － ◎ － ◎ －

CyberLink MediaShow BD － － － ◎ － － ◎
＊19 － － ◎ － －

写真を編集・加工する
Corel® PaintShop® Pro X8 for NEC （c）Copyright 2016 Corel Corporation. 

All rights reserved. － － ◎ － － ◎ － ◎ －
Corel® PaintShop® Pro X7 for NEC （c）Copyright 2015 Corel Corporation. 

All rights reserved. － － － ◎ － － －
CyberLink PhotoDirector Mobile★ ◎ － － ◎ － －

音楽の再生や曲の管理をする Windows Media Player ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ハイレゾ音源の再生や曲の管理をする HiGrand Music Player V2★ ◎ － ◎ ◎ － － ◎ －

HiGrand Music Player★ － － － ◎ － －
BDXL/BD/DVD/CDに
音楽やデータを保存する CyberLink Power2Go 8 ＊10 ◎＊16 ◎＊16 ◎ ◎ ◎ ◎
ホームネットワーク上の 
他のPCでAVコンテンツを楽しむ ホームネットワークサーバー powered by DiXiM ＊11 ◆ － － － － ◎ － －
TV関連
TV/ホームネットワーク上の
TVコンテンツを見る、TVを録画する SmartVision ＊8＊12 ◆ － － － － ◎ － －

ホームネットワーク上のTVコンテンツを見る SmartVision/PLAYER★ ＊13 ◆ － － ◎ － ◎ － ◎ ◎ －
SmartVision/PLAYER（リモート視聴対応版）★ ＊13 ◆ ◎ ◎ － － － －

実用・趣味
様々な情報が集まる情報ポータル インフォボード ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
スマートフォンとPCで
写真・動画・URLをやり取りする インフォボードコネクト ◆ ● ● －

＊20 ● － ● －
スマートフォンで表示しているWebページ・ 
写真・動画を、パソコンに送って表示する LAVIEコネクト ◆ － － ◎ － ◎ － ◎
インターネット上の動画を効率よく見る LAVIEチャンネル★ ◆ ◎ ◎ ◎ － －＊21 ◎ ◎ －
はがきをつくる 筆ぐるめ 23 for NEC － － ◎ － ◎ － ◎

筆ぐるめ 24 for NEC ◎ ◎ － ◎ － ◎ －
情報をまとめて整理するデジタルノートブック OneNote★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
電子書籍を見る ebi.BookReader for Windows ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
地図や最適ルートを検索する NAVITIME★ Copyright ©2013 NAVITIME JAPAN Co., Ltd. All rights reserved. ＊14 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
学習
パソコンの基本操作を学ぶ パソコンのいろは ◆ － － ◎ ◎ ◎ ◎
各種設定・ユーティリティ
PCの環境を設定する LAVIEかんたん設定★ ◆ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
バッテリをリフレッシュ・診断する バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール ◆ ◎ － ◎ ◎ ◎ － －
バッテリを診断する バッテリ診断ツール ◆ － ◎ － － － － －
映像の画質を設定する 彩りの設定 ◆ － － ◎ － － ◎ －
NFCタグをかざした時の動作を設定する NFC書き込みツール ◆ － － ◎ － ◎ － －
LTE通信の接続先を設定する APN設定＆切替ツール ◆ － ◎ － － － － － －
ワイヤレスLANの設定をする らくらく無線スタート® ＥＸ ◆ ● ● ● ● ● －

＊1：日本語版です。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。ま
た、基本OSのみの再インストールは行えません。＊2：本製品にはMicrosoft Officeの
32ビット版がインストールされています。ご利用になるにはインターネットへの接続と
Microsoft アカウントが必要です。64ビット版はマイクロソフト社の専用サイトからダ
ウンロードしてインストールすることでご利用になれます。再インストールする場合は、
専用サイトからダウンロードが必要になります。Office Mobileのすべての機能をご利
用になるには、Office 365 サービスが必要です。Office 365 サービスをご利用にな
るには、Microsoft アカウントが必要です。Office 365 サービスは最初の1年間は無
料でご利用いただけますが、2年目以降は有償となります。＊3：60日間無料でご利用に
なれます。それ以降は有料になります。＊4：アプリの移行はできません。すべてのデータ
の移行を保証するものではありません。また著作権保護された映像や音楽などのデー
タは、移行してもご利用になれない場合があります。移行元の環境によっては正しく動
作しない場合があります。＊5：お客様が作成したすべてのデータや設定のバックアップ
を保証するものではありません。＊6：バックアップはお客様の責任において行ってくだ

さい。また、著作権保護された映像や音楽などのデータ、暗号化されたデータは、バック
アップしてもご利用になれない場合があります。＊7：専用ツールからユーザ登録を行う
ことで、通常2GBの容量に加えて、1年間無料で25GBの追加容量をご利用できます。
＊8：インターネット経由でのアクティベーションにより、CPRMの著作権保護機能に対応
することができます。＊9：4K動画の4K画質での再生は、3840×2160ドットの解像度に
対応したモデルのみ可能です。＊10：ブルーレイディスクへの保存は、ブルーレイディス
クドライブ搭載モデルのみ。＊11：AVCHD規格映像の配信に対応。デジタル放送を録
画した番組の配信に対応。＊12：テレビコンテンツを視聴するとき、USBスピーカや
Bluetooth®ヘッドフォンなどは使用できません。＊13：初回利用時にインターネット接
続環境が必要です。＊14：プリインストール版では30日間お試しで有料機能を使えま
す。有料機能では、時刻表表示、音声案内、地点間のルート検索や、旅行スケジュールの
作成機能が使用できます。＊15：DVDで再セットアップメディア作成、再セットアップを
実施する場合はオプション（別売）のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-DU008C」
が別途必要となります。＊16：オプション（別売）のDVDスーパーマルチドライブ「PC-

AC-DU008C」が別途必要となります。＊17：スタートメニューの「Microsoft Office」を
起動することで32ビット版がインストールされます。インストールするにはインターネッ
トへの接続とMicrosoft アカウントが必要です。64ビット版はマイクロソフト社の専用
サイトからダウンロードしてインストールすることでご利用になれます。再インストール
する場合は、専用サイトからダウンロードが必要になります。Office Mobileのすべて
の機能をご利用になるには、Office 365 サービスが必要です。Office 365 サービス
をご利用になるには、Microsoft アカウントが必要です。Office 365 サービスは最初
の1年間は無料でご利用いただけますが、2年目以降は有償となります。＊18：
Windowsの使い方を学ぶ動画は「LAVIE動画なび」で利用できます。＊19：フォトムー
ビー簡単作成機能はご利用いただけません。＊20：ホームページ（http://nec-lavie.
jp/products/common/ib/171q/）からダウンロードすることでご利用になれます。
＊21：Windows ストアからアプリをダウンロードしご利用いただけます。

◎：インストール済み　●：HDD/SSD/内蔵フラッシュメモリに格納済み（インストールしてご利用）
◆：NECサポートアプリ　★：Windows ストア アプリ／ユニバーサル アプリ
◆印のアプリのみサポートを行っております（基本アプリ・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
の市販品と機能や仕様の点で異なる場合があり区別するために「for NEC」と名称の最後に表記することがあります。その
場合を含め、◆印以外のアプリに関しましては、アプリ製造元各社でサポートを行っておりますので、お問い合わせ先など
は、添付のアプリ「LAVIEアプリナビ」をご覧ください。

■ Windows アプリ一覧



●ワイヤレスLAN仕様につきましては、P.43をご覧ください。
http://nec-lavie.jp/商品の詳しい情報は

ホームページをご覧ください。
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■LAVIE Hybrid ZERO / Note 仕様一覧  本体価格はすべてオープン価格です。型名と本体色につきましては、P.4-P.5「ラインアップ」をご覧ください。

LAVIE Hybrid ZERO LAVIE Note Mobile LAVIE Note Standard
型名
型番

HZ750/GAシリーズ
PC-HZ750GAシリーズ

HZ550/GAシリーズ
PC-HZ550GAシリーズ

HZ350/GAシリーズ
PC-HZ350GAシリーズ

HZ330/GAS
PC-HZ330GAS

HZ300/GAシリーズ
PC-HZ300GAシリーズ

NM550/GAシリーズ
PC-NM550GAシリーズ

NM350/GAシリーズ
PC-NM350GAシリーズ

NM150/GAシリーズ
PC-NM150GAシリーズ

NS850/FAB
PC-NS850FAB

NS750/GAシリーズ
PC-NS750GAシリーズ

NS700/GAシリーズ
PC-NS700GAシリーズ

NS550/GAシリーズ
PC-NS550GAシリーズ

NS350/GAシリーズ
PC-NS350GAシリーズ

NS150/GAシリーズ
PC-NS150GAシリーズ

NS100/G2W
PC-NS100G2W

NS100/G1W
PC-NS100G1W

インストールOS・サポートOS Windows 10 Home 64ビット＊1 Windows 10 Home 64ビット＊1 Windows 10 Home 64ビット＊1

CPU

第7世代 インテル® 
Core™ i7-7500U 
プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i5-7200U 
プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i3-7100U 
プロセッサー

第6世代 インテル® Core™ ｍ3-6Y30 
プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i5-7Y54 
プロセッサー

第7世代 インテル® Core™ 
m3-7Y30 プロセッサー

インテル® Pentium®  
プロセッサー 4410Y 第7世代 インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i5-7200U 
プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i3-7100U 
プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 3855U

動作周波数
2.70GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.50GHz）

2.50GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.10GHz）

2.40GHz 0.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：最大2.20GHz）

1.20GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.20GHz）

1.00GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大2.60GHz）

1.50GHz 2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応： 
最大3.50GHz）

2.50GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.10GHz）

2.40GHz 1.60GHz

コア数／スレッド数 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング　　　・テクノロジーに対応） 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド
キャッシュメモリ 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ）

メイン 
メモリ＊2

標準容量／最大容量
8GB（LPDDR3 SDRAM/
オンボード 8GB、
デュアルチャネル対応）／
8GB＊3

4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB）／4GB＊3 4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB、デュアルチ　　ャネル対応）／4GB＊3
8GB（DDR4 SDRAM/ 
SO-DIMM 4GB×2、PC4-17000
対応、デュアルチャネル対応）／
16GB＊4＊5＊6＊7

8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、 
PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能）／
16GB＊4＊5

4GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、 
デュアルチャネル対応可能）／16GB＊4＊5＊6＊7

スロット数 － － SO-DIMMスロット×2
［空き：0］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］

表示機能

内蔵ディスプレイ 13.3型ワイド LED IPS液晶
（広視野角・高色純度・ノングレア・タッチパネル）（Full HD）

11.6型ワイド LED IPS液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル・ノングレア）
（Full HD）

11.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度）（Full HD）

15.6型ワイド フルフラット 
スーパーシャインビューLED IPS
液晶（広視野角・高輝度・高色純度・
タッチパネル）（Ultra HD 4K）

15.6型ワイド スーパー 
シャインビューLED-EX2  
IPS液晶（広視野角・高色純度・
タッチパネル）（Full HD）

15.6型ワイド  
スーパーシャインビューLED IPS液晶  

（広視野角）（Full HD）
15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶

表示色
（解像度）
＊8

内蔵ディスプレイ 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/ 
3840×2160ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/1366×768ドット

別売の外付けディスプレイ接続時 
（HDMI接続時）＊10 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色/1920×1080ドット

グラフィックアクセラレータ（CPUに内蔵） インテル® HD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 515 インテル® HD グラフィックス 615 インテル® HD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 510
グラフィックスメモリ＊11（メインメモリと共用） 最大4183MB 最大2135MB 最大2130MB 最大2136MB 最大4166MB 最大4167MB 最大4168MB 最大2120MB 最大2135MB

ストレージ

HDD/SSD/内蔵フラッシュメモリ＊12 SSD 約256GB（Serial ATA） SSD 約128GB（Serial 
ATA） 内蔵フラッシュメモリ 約128GB SSD 約256GB

（Serial ATA）
SSD 約128GB

（Serial ATA）
約1TB SSHD［HDD（Serial ATA、5400回転/分）+ 
NAND型フラッシュメモリ＊13］ 約1TB（Serial ATA、5400回転/分） 約500GB（Serial ATA、5400回転/分）

Windowsシステムから
認識される容量＊14

（Cドライブ／空き容量）
約237GB／約191GB 約237GB／約192GB 約117GB／約74GB 約115GB／約84GB 約237GB／約193GB 約117GB／約74GB 約930GB／約875GB 約930GB／約876GB 約930GB／約877GB 約930GB／約878GB 約930GB／約884GB 約464GB／約419GB 約464GB／約420GB

BD/DVD/CDドライブ －【別売、専用オプション（DVDスーパーマルチドライブ、型番：PC-AC-DU008C）＊15】 －【別売、専用オプション（DVDスーパーマルチドライブ、
型番：PC-AC-DU008C）＊15】 ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊16＊17 DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］

サウンド 
機能

スピーカ 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W） 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W） ヤマハ製 2.1chステレオスピーカ内蔵［スピーカ 
2W＋2W、ウ－ファ 4W（FR-Port™方式搭載＊18）］ 内蔵ステレオスピーカ（2W＋2W） 内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）

音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、
インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® ハイ　　デフィニション・

オーディオ準拠 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠

通信機能

LAN － － 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 100BASE-TX/10BASE-T対応

ワイヤレスLAN
（詳細はP.43をご覧ください）／
Bluetooth®

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵 
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）
／Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（433Mbps）対応ワイヤレ
スLAN本体内蔵（IEEE802.11 
ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi 
Direct™準拠）／Bluetooth® 
Smart Ready準拠

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵 
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready準拠

LTE/3G（ワイヤレスWAN） － SIMフリー＊20＊21 － － －
NFC － － NFCポート本体内蔵＊22 －

入力装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ18mm＊23、キーストローク1.2mm）、
JIS標準配列（85キー）

モバイルパワーキーボード 
［キーピッチ17.5mm＊23、キーストローク
1.2mm、JIS標準配列（85キー）］

本体一体型（キーピッチ19.0mm＊23、キーストローク        1.4mm）、
JIS標準配列（85キー） 本体一体型（キーピッチ19mm＊23、キーストローク2.0mm）、JIS標準配列（106キー、テンキー付き）＊24

本体一体型（キーピッチ18.7mm
＊23、キーストローク1.7mm）、
JIS標準配列（105キー、テンキー
付き）＊24  

本体一体型（キーピッチ18.7mm＊23、
キーストローク1.7mm）、
JIS標準配列（105キー、テンキー付き）

マウス － －
Bluetooth® レーザーマウス＊25
＊26＊27（横チルト機能付き＊28、
NFC接続機能付き）

Bluetooth® BlueLEDマウス＊25＊26＊27＊29（横チルト機能付き＊28） USB光センサーマウス
（スクロールホイール付き＊28＊29）

ポインティングデバイス マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド＊28 マルチタッチ/ジェスチャー機能付き
クリックボタン一体型NXパッド＊28 マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体　　型NXパッド＊28 手書き入力＊30/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド＊28 マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド＊28

タッチパネル タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 － タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 －

ボタン 音量ボタン － ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）、 
画面ON/OFFボタン、＋/－ボタン ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）  －

Webカメラ／マイク HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵

本体前面: Full HD解像度（1080p）対応カメラ、
　有効画素数200万画素 
本体背面: WQHD解像度（1440p）対応カメラ、
　有効画素数500万画素 
ステレオマイク内蔵

HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／　　ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、 
有効画素数92万画素／モノラルマイク内蔵

外部
インター 
フェイス

USB USB 3.1（Type-A）×1＊31、
USB 3.0×1＊32（パワーオフUSB充電機能付き＊33）

USB 3.0（Type-C）×1＊32＊34（本体に搭載） 
USB 3.0×2＊32（キーボードに搭載、内1ポートは
パワーオフUSB充電機能付き＊33）＊35　

USB 3.0×2＊32（内1ポートはパワーオフUSB充電機能　　付き＊33）
USB 3.1（Type-C）×1＊31＊34（USB Power Delivery
対応＊36＊37）、USB 3.1（Type-A）×1＊31（パワーオフ
USB充電機能付き＊33＊36）、USB 3.0×2＊32

USB 3.0×3＊32

（パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き＊33＊36） USB 3.0×3＊32

通信・映像・サウンド関連 HDMI出力端子×1＊10、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）＊38

HDMI出力端子×1＊10（キーボードに搭載）、
ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）＊38

HDMI出力端子×1＊10、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）　　＊38

LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊10、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）＊38

メモリーカードスロット SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカード）スロット×1＊39＊40＊41

microSDメモリーカード
（microSDHCメモリーカード、microSDXC
メモリーカード）スロット×1＊40＊42＊43

SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカード）スロット×1＊40＊41＊44

SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、 
SDXCメモリーカード）スロット×1＊39＊40＊41 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊40＊41＊44

SIMカードスロット － nano SIMカードスロット×1＊20 － － －

センサ 加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ、照度センサ
加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ、
GPS

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ － －

外形寸法 本体（突起部、バンプ部除く） 305（W）×205（D）×16.9（H）mm
292（W）×192.5（D）×7.6（H）mm  
294（W）×206.5（D）×13.4〜17.9（H）mm

（キーボードに装着し閉じた場合）
270（W）×178（D）×18.5（H）mm 382（W）×270（D）×

26.2（H）mm 382（W）×270（D）×25.7（H）mm 385.6（W）×258（D）×22.6（H）mm

質量
本体（内蔵バッテリパック含む）＊45＊46 約831g＊47 約769g＊47 約410g（本体のみ）＊47、

約798g（キーボード装着時）＊47
約398g（本体のみ）＊47、
約786g（キーボード装着時）＊47 約904g＊47 約2.7kg＊47 約2.5kg＊47 約2.4kg（バッテリ：約235g）

その他 ACアダプタ：約192g＊48 ACアダプタ：約175g＊48 ACアダプタ：約192g＊48 マウス：約65g＊49 
ACアダプタ：約240g＊48

マウス：約62g＊49 
ACアダプタ：約240g＊48 マウス：約62g＊49　ACアダプタ：約192g＊48 マウス：約85g　ACアダプタ：約192g＊48

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約10.0時間＊50 約6.5時間＊50 約5.5時間＊50（本体のみ） 
約10.3時間＊50（キーボード装着時） 約12.0時間＊50 約13.0時間＊50 約4.3時間＊50 約4.8時間＊50 約6.4時間＊50 約6.6時間＊50 約5.7時間＊50 約6.0時間＊50

バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約3.5時間／約3.0時間＊51 約3.0時間／約2.5時間＊51 約3.0時間／約3.0時間＊51（本体のみ） 
約4.7時間／約4.7時間＊51（キーボード装着時） 約3.0時間／約2.5時間＊51 約4.5時間／約4.5時間＊51 約3.2時間／約2.6時間＊51

電源＊52＊53 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜240V±10%、50/60Hz） リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜　　　240V±10%、50/60Hz） リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜240V±10%、50/60Hz）
消費電力 標準時＊54／最大時／スリープ時 約6.4W／約45W／約0.5W 約3.7W／約36W／約0.9W 約3.6W／約36W／約0.8W 約6.9W／約45W／約0.2W 約5.6W／約45W／約0.2W 約15W／約65W／約0.5W 約13W／約65W／約0.5W 約8.7W／約45W／約0.4W 約7.6W／約45W／約0.4W 約7.4W／約45W／約0.4W 約7.1W／約45W／約0.4W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊55 N区分 0.015（AAA） R区分 0.016（AAA） R区分 0.021（AAA） S区分 0.018（AAA） S区分 0.017（AAA） S区分 0.011（AAA） S区分 0.013（AAA） S区分 0.022（AAA） M区分 0.024（AAA） M区分 0.022（AAA） M区分 0.014（AAA） M区分 0.015（AAA） M区分 0.020（AAA） M区分 0.051（AAA） M区分 0.034（AAA）
電波障害対策 VCCI ClassB VCCI ClassB VCCI ClassB
温湿度条件 5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと） 5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと） 5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと）
オフィスアプリ（インストールされている 
他のアプリはP.37をご覧ください） Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊56 Office Home & Business Premium プラス Office 　　365 サービス＊56 Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊56

Office Personal  
Premium プラス Office  
365 サービス＊56

主な添付品 マニュアル＊57、ACアダプタ、保証書 マニュアル＊57、ACアダプタ、保証書
マニュアル＊57、ACアダプタ、
Bluetooth® レーザーマウス、
乾電池（単三アルカリ：2本 
マウス用）、保証書

マニュアル＊57、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池（単三アルカリ：1本 マウス用）、保証書 マニュアル＊57、ACアダプタ、
USB光センサーマウス、保証書

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上
記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。＊1：日本語版です。添付のアプリ
は、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用
になることはできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。＊2：実際にOSが使
用可能な領域は一部制限されます。＊3： メモリの交換、増設はできません。＊4：増設メモリにつきま
しては、裏表紙をご覧ください。＊5：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではあ
りません。各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
＊6：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ
を装着する必要があります。＊7：増設したメモリ構成により、一部の容量がデュアルチャネル動作と
なり、残りがシングルチャネル動作となる場合があります。＊8：ディスプレイの最大解像度より小さ
い解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。＊9：1677万色表示
は、ディザリング機能により実現します。＊10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI
出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要がありま
す。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。
HDMIのCEC（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。HDMIケーブルは長

さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低
くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレ
イやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正
しく表示されない場合があります。＊11：グラフィックスメモリは、ハードウェア構成、アプリ構成、
BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況により変化します。また、搭載するメ
インメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリは異なります。＊12：1GBを10億バイト、
1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。＊13：NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリと
して活用し、アプリとファイルへの高速アクセスを可能にし、待ち時間を短縮します。お客様のデー
タなどの保存用には使用できません。＊14：初回起動直後にWindowsシステムから認識される容
量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定
値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。＊15：DVDスーパーマルチドライブ

（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB 2.0接
続）［DVD-R/+R 2層書込み］ ＊16：ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスク
によっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ち
する場合があります。＊17：ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省

電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。＊18：FR-Port™はヤマハ特許の低
音再生技術です。＊19：ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッド
フォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。＊20：LTE/3G回線の通信を利用するに
は、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）との契約が別途必要になります。
接続確認情報はホームページ（http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/share/
simcard/zero.html）をご覧ください。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上
限は各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）によって異なります。また、実際の通信速度はベストエ
フォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。詳しくはご利用の
各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）へお問い合わせください。＊21：LTE-CA（キャリアアグリ
ゲーション）：バンド1+18/バンド1+19/バンド1+21/バンド3+19、LTE：バンド1（2.0GHz）/バンド3

（1.7GHz）/バンド18（800MHz）/バンド19（800MHz）/バンド21（1.5GHz）、3G：バンド1
（2.0GHz）/バンド6（800MHz）/バンド19（800MHz）＊22：NFC機能は、すべてのNFC機器に対し
て動作を保証するものではありません。NFC機器の動作環境と接続の可否を確認してください。
FeliCaの機能は使用できません。＊23：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣の
キーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。＊24：光沢度を出すため



●ワイヤレスLAN仕様につきましては、P.43をご覧ください。
http://nec-lavie.jp/商品の詳しい情報は

ホームページをご覧ください。
38 39

LAVIE Hybrid ZERO LAVIE Note Mobile LAVIE Note Standard
型名
型番

HZ750/GAシリーズ
PC-HZ750GAシリーズ

HZ550/GAシリーズ
PC-HZ550GAシリーズ

HZ350/GAシリーズ
PC-HZ350GAシリーズ

HZ330/GAS
PC-HZ330GAS

HZ300/GAシリーズ
PC-HZ300GAシリーズ

NM550/GAシリーズ
PC-NM550GAシリーズ

NM350/GAシリーズ
PC-NM350GAシリーズ

NM150/GAシリーズ
PC-NM150GAシリーズ

NS850/FAB
PC-NS850FAB

NS750/GAシリーズ
PC-NS750GAシリーズ

NS700/GAシリーズ
PC-NS700GAシリーズ

NS550/GAシリーズ
PC-NS550GAシリーズ

NS350/GAシリーズ
PC-NS350GAシリーズ

NS150/GAシリーズ
PC-NS150GAシリーズ

NS100/G2W
PC-NS100G2W

NS100/G1W
PC-NS100G1W

インストールOS・サポートOS Windows 10 Home 64ビット＊1 Windows 10 Home 64ビット＊1 Windows 10 Home 64ビット＊1

CPU

第7世代 インテル® 
Core™ i7-7500U 
プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i5-7200U 
プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i3-7100U 
プロセッサー

第6世代 インテル® Core™ ｍ3-6Y30 
プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i5-7Y54 
プロセッサー

第7世代 インテル® Core™ 
m3-7Y30 プロセッサー

インテル® Pentium®  
プロセッサー 4410Y 第7世代 インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i5-7200U 
プロセッサー

第7世代 インテル® 
Core™ i3-7100U 
プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 3855U

動作周波数
2.70GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.50GHz）

2.50GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.10GHz）

2.40GHz 0.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：最大2.20GHz）

1.20GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.20GHz）

1.00GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大2.60GHz）

1.50GHz 2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応： 
最大3.50GHz）

2.50GHz（インテル® 
ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0に対応：
最大3.10GHz）

2.40GHz 1.60GHz

コア数／スレッド数 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング　　　・テクノロジーに対応） 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド
キャッシュメモリ 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ）

メイン 
メモリ＊2

標準容量／最大容量
8GB（LPDDR3 SDRAM/
オンボード 8GB、
デュアルチャネル対応）／
8GB＊3

4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB）／4GB＊3 4GB（LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB、デュアルチ　　ャネル対応）／4GB＊3
8GB（DDR4 SDRAM/ 
SO-DIMM 4GB×2、PC4-17000
対応、デュアルチャネル対応）／
16GB＊4＊5＊6＊7

8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、 
PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能）／
16GB＊4＊5

4GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、 
デュアルチャネル対応可能）／16GB＊4＊5＊6＊7

スロット数 － － SO-DIMMスロット×2
［空き：0］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］

表示機能

内蔵ディスプレイ 13.3型ワイド LED IPS液晶
（広視野角・高色純度・ノングレア・タッチパネル）（Full HD）

11.6型ワイド LED IPS液晶
（広視野角・高色純度・タッチパネル・ノングレア）
（Full HD）

11.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度）（Full HD）

15.6型ワイド フルフラット 
スーパーシャインビューLED IPS
液晶（広視野角・高輝度・高色純度・
タッチパネル）（Ultra HD 4K）

15.6型ワイド スーパー 
シャインビューLED-EX2  
IPS液晶（広視野角・高色純度・
タッチパネル）（Full HD）

15.6型ワイド  
スーパーシャインビューLED IPS液晶  

（広視野角）（Full HD）
15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶

表示色
（解像度）
＊8

内蔵ディスプレイ 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/ 
3840×2160ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色＊9/1366×768ドット

別売の外付けディスプレイ接続時 
（HDMI接続時）＊10 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色/1920×1080ドット

グラフィックアクセラレータ（CPUに内蔵） インテル® HD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 515 インテル® HD グラフィックス 615 インテル® HD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 510
グラフィックスメモリ＊11（メインメモリと共用） 最大4183MB 最大2135MB 最大2130MB 最大2136MB 最大4166MB 最大4167MB 最大4168MB 最大2120MB 最大2135MB

ストレージ

HDD/SSD/内蔵フラッシュメモリ＊12 SSD 約256GB（Serial ATA） SSD 約128GB（Serial 
ATA） 内蔵フラッシュメモリ 約128GB SSD 約256GB

（Serial ATA）
SSD 約128GB

（Serial ATA）
約1TB SSHD［HDD（Serial ATA、5400回転/分）+ 
NAND型フラッシュメモリ＊13］ 約1TB（Serial ATA、5400回転/分） 約500GB（Serial ATA、5400回転/分）

Windowsシステムから
認識される容量＊14

（Cドライブ／空き容量）
約237GB／約191GB 約237GB／約192GB 約117GB／約74GB 約115GB／約84GB 約237GB／約193GB 約117GB／約74GB 約930GB／約875GB 約930GB／約876GB 約930GB／約877GB 約930GB／約878GB 約930GB／約884GB 約464GB／約419GB 約464GB／約420GB

BD/DVD/CDドライブ －【別売、専用オプション（DVDスーパーマルチドライブ、型番：PC-AC-DU008C）＊15】 －【別売、専用オプション（DVDスーパーマルチドライブ、
型番：PC-AC-DU008C）＊15】 ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊16＊17 DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］

サウンド 
機能

スピーカ 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W） 内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W） ヤマハ製 2.1chステレオスピーカ内蔵［スピーカ 
2W＋2W、ウ－ファ 4W（FR-Port™方式搭載＊18）］ 内蔵ステレオスピーカ（2W＋2W） 内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）

音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、
インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® ハイ　　デフィニション・

オーディオ準拠 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠

通信機能

LAN － － 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 100BASE-TX/10BASE-T対応

ワイヤレスLAN
（詳細はP.43をご覧ください）／
Bluetooth®

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵 
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）
／Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（433Mbps）対応ワイヤレ
スLAN本体内蔵（IEEE802.11 
ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi 
Direct™準拠）／Bluetooth® 
Smart Ready準拠

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵 
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready準拠

LTE/3G（ワイヤレスWAN） － SIMフリー＊20＊21 － － －
NFC － － NFCポート本体内蔵＊22 －

入力装置

キーボード 本体一体型（キーピッチ18mm＊23、キーストローク1.2mm）、
JIS標準配列（85キー）

モバイルパワーキーボード 
［キーピッチ17.5mm＊23、キーストローク
1.2mm、JIS標準配列（85キー）］

本体一体型（キーピッチ19.0mm＊23、キーストローク        1.4mm）、
JIS標準配列（85キー） 本体一体型（キーピッチ19mm＊23、キーストローク2.0mm）、JIS標準配列（106キー、テンキー付き）＊24

本体一体型（キーピッチ18.7mm
＊23、キーストローク1.7mm）、
JIS標準配列（105キー、テンキー
付き）＊24  

本体一体型（キーピッチ18.7mm＊23、
キーストローク1.7mm）、
JIS標準配列（105キー、テンキー付き）

マウス － －
Bluetooth® レーザーマウス＊25
＊26＊27（横チルト機能付き＊28、
NFC接続機能付き）

Bluetooth® BlueLEDマウス＊25＊26＊27＊29（横チルト機能付き＊28） USB光センサーマウス
（スクロールホイール付き＊28＊29）

ポインティングデバイス マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド＊28 マルチタッチ/ジェスチャー機能付き
クリックボタン一体型NXパッド＊28 マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体　　型NXパッド＊28 手書き入力＊30/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド＊28 マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド＊28

タッチパネル タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 － タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 －

ボタン 音量ボタン － ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）、 
画面ON/OFFボタン、＋/－ボタン ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）  －

Webカメラ／マイク HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵

本体前面: Full HD解像度（1080p）対応カメラ、
　有効画素数200万画素 
本体背面: WQHD解像度（1440p）対応カメラ、
　有効画素数500万画素 
ステレオマイク内蔵

HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／　　ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、 
有効画素数92万画素／モノラルマイク内蔵

外部
インター 
フェイス

USB USB 3.1（Type-A）×1＊31、
USB 3.0×1＊32（パワーオフUSB充電機能付き＊33）

USB 3.0（Type-C）×1＊32＊34（本体に搭載） 
USB 3.0×2＊32（キーボードに搭載、内1ポートは
パワーオフUSB充電機能付き＊33）＊35　

USB 3.0×2＊32（内1ポートはパワーオフUSB充電機能　　付き＊33）
USB 3.1（Type-C）×1＊31＊34（USB Power Delivery
対応＊36＊37）、USB 3.1（Type-A）×1＊31（パワーオフ
USB充電機能付き＊33＊36）、USB 3.0×2＊32

USB 3.0×3＊32

（パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き＊33＊36） USB 3.0×3＊32

通信・映像・サウンド関連 HDMI出力端子×1＊10、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）＊38

HDMI出力端子×1＊10（キーボードに搭載）、
ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）＊38

HDMI出力端子×1＊10、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）　　＊38

LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊10、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）＊38

メモリーカードスロット SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカード）スロット×1＊39＊40＊41

microSDメモリーカード
（microSDHCメモリーカード、microSDXC
メモリーカード）スロット×1＊40＊42＊43

SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカード）スロット×1＊40＊41＊44

SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、 
SDXCメモリーカード）スロット×1＊39＊40＊41 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊40＊41＊44

SIMカードスロット － nano SIMカードスロット×1＊20 － － －

センサ 加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ、照度センサ
加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ、
GPS

加速度センサ、地磁気センサ、
ジャイロセンサ、照度センサ － －

外形寸法 本体（突起部、バンプ部除く） 305（W）×205（D）×16.9（H）mm
292（W）×192.5（D）×7.6（H）mm  
294（W）×206.5（D）×13.4〜17.9（H）mm

（キーボードに装着し閉じた場合）
270（W）×178（D）×18.5（H）mm 382（W）×270（D）×

26.2（H）mm 382（W）×270（D）×25.7（H）mm 385.6（W）×258（D）×22.6（H）mm

質量
本体（内蔵バッテリパック含む）＊45＊46 約831g＊47 約769g＊47 約410g（本体のみ）＊47、

約798g（キーボード装着時）＊47
約398g（本体のみ）＊47、
約786g（キーボード装着時）＊47 約904g＊47 約2.7kg＊47 約2.5kg＊47 約2.4kg（バッテリ：約235g）

その他 ACアダプタ：約192g＊48 ACアダプタ：約175g＊48 ACアダプタ：約192g＊48 マウス：約65g＊49 
ACアダプタ：約240g＊48

マウス：約62g＊49 
ACアダプタ：約240g＊48 マウス：約62g＊49　ACアダプタ：約192g＊48 マウス：約85g　ACアダプタ：約192g＊48

バッテリ駆動時間（JEITA測定法 Ver.2.0） 約10.0時間＊50 約6.5時間＊50 約5.5時間＊50（本体のみ） 
約10.3時間＊50（キーボード装着時） 約12.0時間＊50 約13.0時間＊50 約4.3時間＊50 約4.8時間＊50 約6.4時間＊50 約6.6時間＊50 約5.7時間＊50 約6.0時間＊50

バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約3.5時間／約3.0時間＊51 約3.0時間／約2.5時間＊51 約3.0時間／約3.0時間＊51（本体のみ） 
約4.7時間／約4.7時間＊51（キーボード装着時） 約3.0時間／約2.5時間＊51 約4.5時間／約4.5時間＊51 約3.2時間／約2.6時間＊51

電源＊52＊53 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜240V±10%、50/60Hz） リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜　　　240V±10%、50/60Hz） リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜240V±10%、50/60Hz）
消費電力 標準時＊54／最大時／スリープ時 約6.4W／約45W／約0.5W 約3.7W／約36W／約0.9W 約3.6W／約36W／約0.8W 約6.9W／約45W／約0.2W 約5.6W／約45W／約0.2W 約15W／約65W／約0.5W 約13W／約65W／約0.5W 約8.7W／約45W／約0.4W 約7.6W／約45W／約0.4W 約7.4W／約45W／約0.4W 約7.1W／約45W／約0.4W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊55 N区分 0.015（AAA） R区分 0.016（AAA） R区分 0.021（AAA） S区分 0.018（AAA） S区分 0.017（AAA） S区分 0.011（AAA） S区分 0.013（AAA） S区分 0.022（AAA） M区分 0.024（AAA） M区分 0.022（AAA） M区分 0.014（AAA） M区分 0.015（AAA） M区分 0.020（AAA） M区分 0.051（AAA） M区分 0.034（AAA）
電波障害対策 VCCI ClassB VCCI ClassB VCCI ClassB
温湿度条件 5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと） 5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと） 5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと）
オフィスアプリ（インストールされている 
他のアプリはP.37をご覧ください） Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊56 Office Home & Business Premium プラス Office 　　365 サービス＊56 Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊56

Office Personal  
Premium プラス Office  
365 サービス＊56

主な添付品 マニュアル＊57、ACアダプタ、保証書 マニュアル＊57、ACアダプタ、保証書
マニュアル＊57、ACアダプタ、
Bluetooth® レーザーマウス、
乾電池（単三アルカリ：2本 
マウス用）、保証書

マニュアル＊57、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池（単三アルカリ：1本 マウス用）、保証書 マニュアル＊57、ACアダプタ、
USB光センサーマウス、保証書

に光沢塗料を塗布しております。本塗料は、紫外線（直射日光など）などの影響や長期間の使用に伴
い変色する恐れがありますが、キーボードの機能としては問題ありません。＊25：金属製の机の上な
どで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめし
ます。＊26：使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離は3m以内になります。なお、ご使用方法
や環境条件によって異なります。＊27：マウスの電池寿命は、アルカリ電池でNS850/FABでは約
10ヵ月、その他の機種では約4ヵ月です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境
条件によって異なる場合があります）。＊28：使用するアプリによって動作が異なったり、使用できな
いことがあります。＊29：光センサー式マウスは、ガラス面や鏡面、光沢のある面などの上で使用す
ると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光センサー式マウスに対応したマウスパッ
ドなどを別途ご用意ください。＊30：手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証
するものではありません。＊31：接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、
USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大
480Mbps（理論値）です。＊32：接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、
USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。＊33：お使いの携帯端末や周辺機器
によっては、パワーオフUSB充電機能を使用できない場合があります。＊34：USB以外の拡張機能は
ありません（映像出力等）。＊35：本体と接続していない状態ではご利用いただけません。＊36：ACア
ダプタに接続している場合のみ使えます。＊37：最大5V/2A給電です。USB Power Delivery対応
機器へ充電できます。本体への充電はできません。＊38：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプ

ラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとし
て市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。＊39：高速転送規格「UHS-I」
及び「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度及び、使用す
るSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換アダプタを利用した
場合、「UHS-I」、「UHS-II」はサポートしておりません。＊40：「マルチメディアカード（MMC）」はご利用
できません。＊41：「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権
保護機能（CPRM）に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、

「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード
→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。
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。
＊42：高速転送規格「UHS-I」及び「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus イン
ターフェース速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。＊43：SDメ
モリーカードの著作権保護機能（CPRM）に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりませ
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。＊44：高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース
速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換ア
ダプタを利用した場合、「UHS-I」はサポートしておりません。＊45：平均値。質量は記載の値と異なる
場合があります。＊46：主な付属品を含みません。＊47：本製品は、バッテリパックが内蔵されていま

す。お客様ご自身で取り外しや交換は行わないでください。寿命などでバッテリの交換が必要な場
合は、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となりま
す。＊48：電源コードの質量は含まれておりません。＊49：乾電池の質量は含まれておりません。
＊50：バッテリ駆動時間は、一般社団法人 電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法

（Ver.2.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測
定しためやすの時間です。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの
使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。なお、詳しい測定条件は、ホームページ

（http://nec-lavie.jp/）→ 各シリーズページ → 「仕様」をご覧ください。＊51：バッテリ充電時間
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。＊52：パソコン本体のバッテリなど各種
電池は消耗品です。＊53：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊54：出荷
構成（添付品、周辺機器の接続なし）でOSを起動させた状態での測定値です。＊55：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された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性
能（単位 ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表
示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％
以上を示します。＊56：Office 365 サービスは、1年間無料でご利用いただけます。＊57：マニュア
ルの一部はWeb参照が必要になります。



●TV仕様、ワイヤレスLAN仕様につきましては、P.42-P.43をご覧ください。
http://nec-lavie.jp/商品の詳しい情報は

ホームページをご覧ください。
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■LAVIE Hybrid Frista / Desk 仕様一覧  本体価格はすべてオープン価格です。型名と本体色につきましては、P.6-P.7「ラインアップ」をご覧ください。

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上
記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。＊1：日本語版です。添付のアプリ
は、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用に
なることはできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。＊2：DMIはDirect 
Media Interfaceの略です。＊3：増設メモリにつきましては、裏表紙をご覧ください。＊4：他メーカ製
の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。各メーカにご確認の上、お客様の責任
において行ってくださるようお願いいたします。＊5：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されま
す。＊6：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メ
モリを装着する必要があります。＊7：増設したメモリ構成により、一部の容量がデュアルチャネル動
作となり、残りがシングルチャネル動作となる場合があります。＊8：ディスプレイの最大解像度より
小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。＊9：1677万色
表示は、ディザリング機能により実現します。＊10：本体添付ディスプレイのフレームレートコント
ロールにより実現。＊11：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した
機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非
対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC

（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を
推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画

性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作
確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されな
い場合があります。＊12：グラフィックアクセラレータがサポートする表示モードです。実際に表示で
きるモードは接続するディスプレイにより異なります。＊13：グラフィックスメモリは、ハードウェア構
成、アプリ構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況により変化します。ま
た、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリは異なります。＊14：1GB
を10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。＊15：初回起動直後にWindowsシス
テムから認識される容量です。HFシリーズでは、Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、再セットアッ
プ用領域として占有されます。その他のモデルでは、Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域
として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合がありま
す。＊16：ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能
に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。＊17：
ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズ
な再生ができない場合があります。＊18：FR-Port™はヤマハ特許の低音再生技術です。＊19：ヤマハ
製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッド
フォンで利用できます。＊20：NFC機能は、すべてのNFC機器に対して動作を保証するものではあり
ません。NFC機器の動作環境と接続の可否を確認してください。FeliCaの機能は使用できません。

＊21：高速転送が必要なグラフィックボード等をご使用の場合は、一番上のスロットをご使用くださ
い。＊22：出荷時の解像度／色数以外ではTV機能を利用できません。クローンモードによる画面出
力には対応していません。＊23：BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能があり
ません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は、ホームページ（http://nec-lavie.
jp/products/common/dtv/）で、事前にご確認ください。＊24：金属製の机の上などで使用した
場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。使用可能
な最大距離は約10mになります（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。キーボード
の電池寿命は、コイン型リチウム電池で約6カ月です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用
方法や環境条件によって異なる場合があります）。＊25：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの
中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。＊26：金属
製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用
をおすすめします。＊27：キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で約2年です（1日8時間、週5日使
用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります）。＊28：使用可能な最大距
離は約10m、推奨動作距離は3m以内になります。なお、ご使用方法や環境条件によって異なりま
す。＊29：光センサー式マウスは、ガラス面や鏡面、光沢のある面などの上で使用すると意図した通
りに動作しない場合があります。その際は光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご
用意ください。＊30：マウスの電池寿命は、アルカリ電池で約10ヵ月です（1日8時間、週5日使用した

型名
型番

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Desk All-in-one LAVIE Desk Tower
HF750/DAB
PC-HF750DAB

HF350/DAシリーズ
PC-HF350DAシリーズ

HF150/DAシリーズ
PC-HF150DAシリーズ

DA970/GAB
PC-DA970GAB

DA770/GAシリーズ
PC-DA770GAシリーズ

DA570/GAB
PC-DA570GAB

DA370/GAシリーズ
PC-DA370GAシリーズ

DA350/GAW
PC-DA350GAW

DT750/FAW
PC-DT750FAW

DT150/FAW
PC-DT150FAW

インストールOS・サポートOS Windows 10 Home 64ビット＊1 Windows 10 Home 64ビット＊1 Windows 10 Home 64ビット＊1

CPU

第6世代 インテル® Core™ 
i7-6500U プロセッサー

第6世代 インテル® Core™ 
i3-6100U プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 
3855U 第7世代 インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 第7世代 インテル® Core™  

i5-7200U プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー 3865U 第6世代 インテル® Core™ i7-6700  
プロセッサー

第6世代 インテル® Core™ i3-6100  
プロセッサー

動作周波数
2.50GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大3.10GHz）

2.30GHz 1.60GHz 2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー　　　　2.0に対応：最大3.50GHz）
2.50GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大3.10GHz）

1.80GHz 3.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・ 
テクノロジー2.0に対応：最大4GHz） 3.70GHz

コア数／スレッド数 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） ２コア／２スレッド 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・　　　テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド 4コア／8スレッド（インテル® ハイパー 
スレッディング・テクノロジーに対応）

2コア／4スレッド（インテル® ハイパー 
スレッディング・テクノロジーに対応）

キャッシュメモリ 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） ２MB（３次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 8MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ）
システムバス／チップセット － － 8GT/s DMI＊2／インテル® Q150 チップセット

メイン
メモリ
＊3＊4＊5

標準容量／最大容量
8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 
8GB×1、PC4-17000対応、デュアル
チャネル対応可能）／16GB

4GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、 
PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能）／16GB＊6＊7

8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、
PC4-17000対応、デュアルチャネル対応）／
32GB＊6＊7

8GB（DDR4 SDRAM/
SO-DIMM 8GB×1、
PC4-17000対応、デュアル
チャネル対応可能）／32GB＊6＊7

4GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能）／
32GB＊6＊7

8GB（DDR4 SDRAM/DIMM 4GB×2、 
PC4-17000対応、
デュアルチャネル対応）／32GB＊6＊7

4GB（DDR4 SDRAM/DIMM 4GB×1、 
PC4-17000対応、
デュアルチャネル対応可能）／32GB＊6＊7

スロット数 SO-DIMMスロット×2［空き：1］ SO-DIMMスロット×2［空き：0］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］ DIMMスロット×4［空き：2］ DIMMスロット×4［空き：3］

表示機能

ディスプレイ
15.6型ワイド フルフラットスーパー
シャインビューLED-EX2 IPS液晶

（広視野角・高色純度・タッチパネル）
（Full HD）

15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶  
（広視野角・タッチパネル） （Full HD）

23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度）（Ultra HD 4K）

23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 
（広視野角・高色純度）（Full HD）

23型ワイド LED IPS液晶［F23W4A-T］ 
（広視野角・高色純度・ノングレア）
（Full HD）

19.5型ワイド LED IPS液晶 ［F20W1A］ 
（広視野角・高色純度・ノングレア）

表示寸法（アクティブ表示
エリア）／画素ピッチ － 525（W）×295（H）mm／0.136mm 527（W）×296（H）mm／0.274mm 509（W）×286（H）mm／ 

0.265（H）×0.265（V）mm
433（W）×236（H）mm／ 
0.271（H）×0.262（V）mm

表示色 
（解像度）＊8

ディスプレイ 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大約1677万色＊10/1920×1080ドット 最大約1677万色＊10/1600×900ドット
別売の外付け
ディスプレイ接続時 HDMI接続時＊11：最大1677万色/3840×2160ドット － アナログディスプレイ：最大1677万色/1920×1200ドット＊12 

DisplayPort接続時：最大1677万色/4096×2160ドット＊12

グラフィックアクセラレータ
（CPUに内蔵） インテル® HD グラフィックス 520 インテル® HD グラフィックス 510 インテル® HD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 610 インテル® HD グラフィックス 530

グラフィックスメモリ
（メインメモリと共用）＊13 最大4183MB 最大2135MB 最大4167MB 最大2120MB 最大4168MB 最大2120MB

ストレージ
HDD＊14

約1TB（Serial ATA、5400回転/分 約4TB（Serial ATA、5400回転/分） 約3TB（Serial ATA、5400回転/分） 約1TB（Serial ATA、高速7200回転/分） 約3TB（Serial ATA、5400回転/分） 約1TB（Serial ATA、高速7200回転/分）

Windows
システムから認識
される容量＊15

Cドライブ／
空き容量 約865GB／約810GB 約865GB／約812GB 約865GB／約818GB 約3724GB／約3669GB 約2793GB／約2737GB 約2793GB／約2739GB 約930GB／約882GB 約930GB／約883GB 約2793GB／約2738GB 約930GB／約886GB
Dドライブ／
空き容量 約65GB／約65GB － －

BD/DVD/CDドライブ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）
（BDXL™ 対応）＊16＊17

DVDスーパーマルチドライブ 
［DVD-R/+R 2層書込み］ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドラ       イブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊16 DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパー

マルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊16
DVDスーパーマルチドライブ 

［DVD-R/+R 2層書込み］

サウンド
機能

スピーカ 内蔵ステレオスピーカ（2W＋2W） ヤマハ製 ハイレゾ対応スピーカ内蔵 
［5.5W+5.5W（フルレンジ：3W×2、ツイーター：2.5W         ×2）］（FR-Port™方式搭載＊18） ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵［3W+3W（FR-Port™方式搭載＊18）］ 添付の液晶ディスプレイに内蔵 

（ステレオ（2W＋2W））
添付の液晶ディスプレイに内蔵 

（ステレオ（1W＋1W））
音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル®             ハイデフィニション・オーディオ準拠 インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠

通信機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応

ワイヤレスLAN
（詳細はP.43をご覧ください）／
Bluetooth®

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（433Mbps）対応ワイヤレス
LAN本体内蔵（IEEE802.11ac/a/b/
g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE       802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／
Bluetooth® Smart Ready準拠

－

NFC NFCポート本体内蔵＊20 － －

拡張スロット － － PCI Express x16スロット（ロープロファイル、内1スロットは最大x4モードで動作）×2
［空き：2］＊21、PCI Express x1スロット（ロープロファイル）×1［空き：1］

TV機能（詳細はP.42をご覧ください） － 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 
（4チューナ搭載）＊22＊23

地上デジタル・BSデジタル・ 
110度CSデジタル放送対応 

（ダブルチューナ搭載）＊22＊23

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 
（シングルチューナ搭載）＊22＊23 － －

入力装置

キーボード Bluetooth® キーボード＊24（本体収納式）［キーピッチ17.8mm＊25、キーストローク1.7mm、
JIS標準配列（103キー、テンキー付き）、NFC接続機能付き］ ワイヤレスキーボード＊26＊27＊28［109キーレイアウト準拠、     ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き］　 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 

（マイ チョイス、ソフト）、ECOボタン、ズームボタン付き）

マウス／リモコン Bluetooth® レーザーマウス＊26＊28＊30（横チルト機能付き＊32、NFC接続機能付き）／－ ワイヤレス BlueLEDマウス＊26＊28＊29＊31（横チルト機能付       き＊32）／無線リモコン＊28＊33 ワイヤレス BlueLEDマウス＊26＊28
＊29＊31（横チルト機能付き＊32）／－ USBレーザーマウス（横チルト機能付き＊32）／－

タッチパネル タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 － －
ボタン 音量ボタン/画面回転ボタン 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン －
Webカメラ／マイク HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／      ステレオマイク内蔵 －

外部
インター 
フェイス

USB USB 3.0×2＊34（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊35＊36） USB 3.1（Type-A）×2＊37（内1ポートはパワーオフUSB充       電機能付き＊35＊36）、USB 3.0×3＊34 USB 3.0×3＊34（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊35＊36）、USB 2.0×2 USB 3.0×6＊34＊38、USB 2.0×2＊38

通信・映像・サウンド関連 LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊11、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）＊39

LAN（RJ45）×1、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）      ＊39

LAN（RJ45）×1、DisplayPort×2＊40＊41、ミニD-sub15ピン×1、D-sub9ピン×1、ミニDIN
6ピン×2＊42、マイク入力×2＊43、ヘッドフォン出力×1、ライン入力×1、ライン出力×1＊44

メモリーカードスロット SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊45＊46＊47 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリ       ーカード）スロット×1＊45＊46＊47 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊46＊48

TV － 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力       端子×1、miniB-CASカードスロット×1 － －

外形寸法
本体（突起部、バンプ部除く） 380（W）×145（D）×277（H）mm（ディスプレイ最小傾斜時） 

380（W）×280（D）×33（H）mm（ディスプレイ水平時）
546（W）×200（D）×416（H）mm（ディスプレイ最小傾      斜（直立）、カメラ収納時） 
546（W）×200（D）×446（H）mm（ディスプレイ最小傾      斜（直立）、カメラ利用時） 
553（W）×293（D）×448（H）mm（本体可動範囲寸法）

546（W）×190（D）×391（H）mm （ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時）
546（W）×190（D）×418（H）mm （ディスプレイ最小傾斜、カメラ利用時）
546（W）×252（D）×372（H）mm （ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時）

88（W）×382（D）×338（H）mm＊49 
142（W）×390（D）×374（H）mm（スタビライザ設置時）

その他 キーボード：354（W）×125（D）×9〜23（H）mm キーボード：386（W）×146（D）×27.2（H）mm　               リモコン：50（W）×220（D）×13.6〜26（H）mm キーボード：386（W）×146（D）
×27.2（H）mm キーボード：392（W）×154（D）×32（H）mm

質量
本体＊50＊51 約3.0kg（内蔵バッテリ、キーボード含む）＊52 約8.7kg 約9.0kg 約8.8kg 約8.6kg 約5.3kg 約5.2kg

その他 キーボード：約370g　マウス：約65g＊53　ACアダプタ＊54：約192g キーボード：約660g＊53　マウス：約62g＊53　リモコン：         約120g＊53 キーボード：約660g＊53　
マウス：約62g＊53 キーボード：約750g　マウス：約90g

バッテリ駆動時間 （JEITA測定法 Ver.2.0） 約3.5時間＊55 約4.2時間＊55 － －
バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約3.2時間／約2.5時間＊56 － －
電源＊57 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜240V±10%、50/60Hz）＊58 AC100V±10%、50/60Hz AC100V±10%、50/60Hz
消費電力 標準時＊59／最大時／スリープ時 約12W／約45W／約0.6W 約9.6W／約45W／約0.6W 約8.7W／約45W／約0.6W 約51W／約135W／約0.5W 約32W／約65W／約0.7W 約29W／約65W／約0.5W 約29W／約65W／約0.4W 約25W／約65W／約0.5W 約20W／約210W／約1.1W 約18W／約174W／約1W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊60 M区分 0.044（AAA） M区分 0.050（AAA） M区分 0.065（AAA） T区分 0.039（AAA） T区分 0.034（AAA） T区分 0.065（AA） －＊61

電波障害対策 VCCI ClassB VCCI ClassB VCCI ClassB
温湿度条件 5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと） 10〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと） 10〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと）
オフィスアプリ（インストールされている 
他のアプリはP.37をご覧ください） Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊62 Office Home & Business Premium プラス Office        365 サービス＊62 Office Personal Premium プラス Office 365 サービス＊62 Office Home & Business Premium  

プラス Office 365 サービス＊62
Office Personal Premium  
プラス Office 365 サービス＊62

主な添付品 マニュアル＊63、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用）、保証書 マニュアル＊63、ACアダプタ、miniB-CASカード、無線リ       モコン、乾電池（単三アルカリ：5本 キーボード・マウス・リモコン用）、保証書
マニュアル＊63、ACアダプタ、 
乾電池（単三アルカリ：3本 
キーボード・マウス用）、保証書

マニュアル＊63、電源コード、 
DisplayPort-DVI-D（シングルリンク）変換アダプタ、保証書



●TV仕様、ワイヤレスLAN仕様につきましては、P.42-P.43をご覧ください。
http://nec-lavie.jp/商品の詳しい情報は

ホームページをご覧ください。
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■LAVIE Hybrid Frista / Desk 仕様一覧  本体価格はすべてオープン価格です。型名と本体色につきましては、P.6-P.7「ラインアップ」をご覧ください。

場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります）。＊31：マウスの電池寿命は、ア
ルカリ電池で約7ヵ月です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異
なる場合があります）。＊32：使用するアプリによって動作が異なったり、使用できないことがありま
す。＊33：リモコンの電池寿命は、アルカリ電池で約2年です（1日8時間、週5日使用した場合。なお、
ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります）。＊34：接続したUSB 3.0対応機器の転送速
度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。＊35：
ACアダプタに接続している場合のみ使えます。＊36：お使いの携帯端末や周辺機器によっては、パ
ワーオフUSB充電機能を使用できない場合があります。＊37：接続したUSB 3.1対応機器の転送速
度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応
機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。＊38：USBコネクタの電源供給能力は、USB 3.0
の場合、1コネクタあたりの動作時が最大900mA、USB 2.0の場合、1コネクタあたりの動作時が
最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器
は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。＊39：ヘッドフォンや外付
けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できま
す。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
＊40：本機のDisplayPort端子は添付の変換アダプタおよび添付のディスプレイのみ動作確認を
行っております。すべての外部ディスプレイとの動作を保証するものではありません。＊41：ディスプ
レイとの接続には、本体添付のDisplayPort-DVI-D（シングルリンク）変換アダプタをお使いくださ
い。＊42：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。＊43：パソコン用マ

イクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。＊44：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。＊45：高速転送規格「UHS-I」及び「UHS-II」に対応しています。
実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使
用状態により異なります。なお、SDカード変換アダプタを利用した場合、「UHS-I」、「UHS-II」はサ
ポートしておりません。＊46：「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。＊47：「SDメモ
リーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能（CPRM）に対応し
ています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の
場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプ
タ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。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。＊48：「SDメモリーカード」、

「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能（CPRM）に対応しています。
「SDIOカード」には対応しておりません。「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダ
プタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの
2サイズ変換には対応しておりません。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」の高速転送
規格「UHS-I」に対応しています。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。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度及び、使用す
るSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換アダプタを利用した
場合、「UHS-I」はサポートしておりません。＊49：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。＊50：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。＊51：主な付属品を含みません。

＊52：本製品は、バッテリパックが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換は行わないで
ください。寿命などでバッテリの交換が必要な場合は、121コンタクトセンターにご相談ください。
バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。＊53：乾電池の質量は含まれておりません。
＊54：電源コードの質量は含まれておりません。＊55：バッテリ駆動時間は、一般社団法人 電子情報
技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/
page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定しためやすの時間です。画面輝度、省電力やワ
イヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異な
ります。なお、詳しい測定条件は、ホームページ （http://nec-lavie.jp/） → 各シリーズページ → 

「仕様」をご覧ください。＊56：バッテリ充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があ
ります。＊57：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊58：パソコン本体の
バッテリなど各種電池は消耗品です。＊59：出荷構成（添付品、周辺機器の接続なし）でOSを起動さ
せた状態での測定値です。＊60：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さ
れた消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位 ギガ演算）で除したものです。2011年度基
準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率
200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。＊61：本製品は省エネ法の対象外で
す。＊62：Office 365 サービスは、1年間無料でご利用いただけます。＊63：マニュアルの一部は
Web参照が必要になります。

型名
型番

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Desk All-in-one LAVIE Desk Tower
HF750/DAB
PC-HF750DAB

HF350/DAシリーズ
PC-HF350DAシリーズ

HF150/DAシリーズ
PC-HF150DAシリーズ

DA970/GAB
PC-DA970GAB

DA770/GAシリーズ
PC-DA770GAシリーズ

DA570/GAB
PC-DA570GAB

DA370/GAシリーズ
PC-DA370GAシリーズ

DA350/GAW
PC-DA350GAW

DT750/FAW
PC-DT750FAW

DT150/FAW
PC-DT150FAW

インストールOS・サポートOS Windows 10 Home 64ビット＊1 Windows 10 Home 64ビット＊1 Windows 10 Home 64ビット＊1

CPU

第6世代 インテル® Core™ 
i7-6500U プロセッサー

第6世代 インテル® Core™ 
i3-6100U プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 
3855U 第7世代 インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 第7世代 インテル® Core™  

i5-7200U プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー 3865U 第6世代 インテル® Core™ i7-6700  
プロセッサー

第6世代 インテル® Core™ i3-6100  
プロセッサー

動作周波数
2.50GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大3.10GHz）

2.30GHz 1.60GHz 2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー　　　　2.0に対応：最大3.50GHz）
2.50GHz（インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0に対応：
最大3.10GHz）

1.80GHz 3.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・ 
テクノロジー2.0に対応：最大4GHz） 3.70GHz

コア数／スレッド数 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応） ２コア／２スレッド 2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・　　　テクノロジーに対応） 2コア／2スレッド 4コア／8スレッド（インテル® ハイパー 
スレッディング・テクノロジーに対応）

2コア／4スレッド（インテル® ハイパー 
スレッディング・テクノロジーに対応）

キャッシュメモリ 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） ２MB（３次キャッシュ） 4MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ） 2MB（3次キャッシュ） 8MB（3次キャッシュ） 3MB（3次キャッシュ）
システムバス／チップセット － － 8GT/s DMI＊2／インテル® Q150 チップセット

メイン
メモリ
＊3＊4＊5

標準容量／最大容量
8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 
8GB×1、PC4-17000対応、デュアル
チャネル対応可能）／16GB

4GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、 
PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能）／16GB＊6＊7

8GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、
PC4-17000対応、デュアルチャネル対応）／
32GB＊6＊7

8GB（DDR4 SDRAM/
SO-DIMM 8GB×1、
PC4-17000対応、デュアル
チャネル対応可能）／32GB＊6＊7

4GB（DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能）／
32GB＊6＊7

8GB（DDR4 SDRAM/DIMM 4GB×2、 
PC4-17000対応、
デュアルチャネル対応）／32GB＊6＊7

4GB（DDR4 SDRAM/DIMM 4GB×1、 
PC4-17000対応、
デュアルチャネル対応可能）／32GB＊6＊7

スロット数 SO-DIMMスロット×2［空き：1］ SO-DIMMスロット×2［空き：0］ SO-DIMMスロット×2［空き：1］ DIMMスロット×4［空き：2］ DIMMスロット×4［空き：3］

表示機能

ディスプレイ
15.6型ワイド フルフラットスーパー
シャインビューLED-EX2 IPS液晶

（広視野角・高色純度・タッチパネル）
（Full HD）

15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶  
（広視野角・タッチパネル） （Full HD）

23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度）（Ultra HD 4K）

23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 
（広視野角・高色純度）（Full HD）

23型ワイド LED IPS液晶［F23W4A-T］ 
（広視野角・高色純度・ノングレア）
（Full HD）

19.5型ワイド LED IPS液晶 ［F20W1A］ 
（広視野角・高色純度・ノングレア）

表示寸法（アクティブ表示
エリア）／画素ピッチ － 525（W）×295（H）mm／0.136mm 527（W）×296（H）mm／0.274mm 509（W）×286（H）mm／ 

0.265（H）×0.265（V）mm
433（W）×236（H）mm／ 
0.271（H）×0.262（V）mm

表示色 
（解像度）＊8

ディスプレイ 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大1677万色/3840×2160ドット 最大1677万色＊9/1920×1080ドット 最大約1677万色＊10/1920×1080ドット 最大約1677万色＊10/1600×900ドット
別売の外付け
ディスプレイ接続時 HDMI接続時＊11：最大1677万色/3840×2160ドット － アナログディスプレイ：最大1677万色/1920×1200ドット＊12 

DisplayPort接続時：最大1677万色/4096×2160ドット＊12

グラフィックアクセラレータ
（CPUに内蔵） インテル® HD グラフィックス 520 インテル® HD グラフィックス 510 インテル® HD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 610 インテル® HD グラフィックス 530

グラフィックスメモリ
（メインメモリと共用）＊13 最大4183MB 最大2135MB 最大4167MB 最大2120MB 最大4168MB 最大2120MB

ストレージ
HDD＊14

約1TB（Serial ATA、5400回転/分 約4TB（Serial ATA、5400回転/分） 約3TB（Serial ATA、5400回転/分） 約1TB（Serial ATA、高速7200回転/分） 約3TB（Serial ATA、5400回転/分） 約1TB（Serial ATA、高速7200回転/分）

Windows
システムから認識
される容量＊15

Cドライブ／
空き容量 約865GB／約810GB 約865GB／約812GB 約865GB／約818GB 約3724GB／約3669GB 約2793GB／約2737GB 約2793GB／約2739GB 約930GB／約882GB 約930GB／約883GB 約2793GB／約2738GB 約930GB／約886GB
Dドライブ／
空き容量 約65GB／約65GB － －

BD/DVD/CDドライブ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）
（BDXL™ 対応）＊16＊17

DVDスーパーマルチドライブ 
［DVD-R/+R 2層書込み］ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドラ       イブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊16 DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］ ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパー

マルチドライブ機能付き）（BDXL™ 対応）＊16
DVDスーパーマルチドライブ 

［DVD-R/+R 2層書込み］

サウンド
機能

スピーカ 内蔵ステレオスピーカ（2W＋2W） ヤマハ製 ハイレゾ対応スピーカ内蔵 
［5.5W+5.5W（フルレンジ：3W×2、ツイーター：2.5W         ×2）］（FR-Port™方式搭載＊18） ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵［3W+3W（FR-Port™方式搭載＊18）］ 添付の液晶ディスプレイに内蔵 

（ステレオ（2W＋2W））
添付の液晶ディスプレイに内蔵 

（ステレオ（1W＋1W））
音源／サラウンド機能 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載＊19、インテル®             ハイデフィニション・オーディオ準拠 インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠

通信機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応

ワイヤレスLAN
（詳細はP.43をご覧ください）／
Bluetooth®

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（433Mbps）対応ワイヤレス
LAN本体内蔵（IEEE802.11ac/a/b/
g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（867Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE       802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／ 
Bluetooth® Smart Ready準拠

11ac（433Mbps）対応ワイヤレスLAN本体内蔵
（IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠）／
Bluetooth® Smart Ready準拠

－

NFC NFCポート本体内蔵＊20 － －

拡張スロット － － PCI Express x16スロット（ロープロファイル、内1スロットは最大x4モードで動作）×2
［空き：2］＊21、PCI Express x1スロット（ロープロファイル）×1［空き：1］

TV機能（詳細はP.42をご覧ください） － 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 
（4チューナ搭載）＊22＊23

地上デジタル・BSデジタル・ 
110度CSデジタル放送対応 

（ダブルチューナ搭載）＊22＊23

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 
（シングルチューナ搭載）＊22＊23 － －

入力装置

キーボード Bluetooth® キーボード＊24（本体収納式）［キーピッチ17.8mm＊25、キーストローク1.7mm、
JIS標準配列（103キー、テンキー付き）、NFC接続機能付き］ ワイヤレスキーボード＊26＊27＊28［109キーレイアウト準拠、     ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き］　 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 

（マイ チョイス、ソフト）、ECOボタン、ズームボタン付き）

マウス／リモコン Bluetooth® レーザーマウス＊26＊28＊30（横チルト機能付き＊32、NFC接続機能付き）／－ ワイヤレス BlueLEDマウス＊26＊28＊29＊31（横チルト機能付       き＊32）／無線リモコン＊28＊33 ワイヤレス BlueLEDマウス＊26＊28
＊29＊31（横チルト機能付き＊32）／－ USBレーザーマウス（横チルト機能付き＊32）／－

タッチパネル タッチパネル（静電容量方式）、マルチタッチ対応 － －
ボタン 音量ボタン/画面回転ボタン 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン －
Webカメラ／マイク HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／ステレオマイク内蔵 HD解像度（720p）対応カメラ、有効画素数92万画素／      ステレオマイク内蔵 －

外部
インター 
フェイス

USB USB 3.0×2＊34（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊35＊36） USB 3.1（Type-A）×2＊37（内1ポートはパワーオフUSB充       電機能付き＊35＊36）、USB 3.0×3＊34 USB 3.0×3＊34（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き＊35＊36）、USB 2.0×2 USB 3.0×6＊34＊38、USB 2.0×2＊38

通信・映像・サウンド関連 LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1＊11、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）＊39

LAN（RJ45）×1、ヘッドフォンマイクジャック×1※ 
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）      ＊39

LAN（RJ45）×1、DisplayPort×2＊40＊41、ミニD-sub15ピン×1、D-sub9ピン×1、ミニDIN
6ピン×2＊42、マイク入力×2＊43、ヘッドフォン出力×1、ライン入力×1、ライン出力×1＊44

メモリーカードスロット SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊45＊46＊47 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリ       ーカード）スロット×1＊45＊46＊47 SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）スロット×1＊46＊48

TV － 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力       端子×1、miniB-CASカードスロット×1 － －

外形寸法
本体（突起部、バンプ部除く） 380（W）×145（D）×277（H）mm（ディスプレイ最小傾斜時） 

380（W）×280（D）×33（H）mm（ディスプレイ水平時）
546（W）×200（D）×416（H）mm（ディスプレイ最小傾      斜（直立）、カメラ収納時） 
546（W）×200（D）×446（H）mm（ディスプレイ最小傾      斜（直立）、カメラ利用時） 
553（W）×293（D）×448（H）mm（本体可動範囲寸法）

546（W）×190（D）×391（H）mm （ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時）
546（W）×190（D）×418（H）mm （ディスプレイ最小傾斜、カメラ利用時）
546（W）×252（D）×372（H）mm （ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時）

88（W）×382（D）×338（H）mm＊49 
142（W）×390（D）×374（H）mm（スタビライザ設置時）

その他 キーボード：354（W）×125（D）×9〜23（H）mm キーボード：386（W）×146（D）×27.2（H）mm　               リモコン：50（W）×220（D）×13.6〜26（H）mm キーボード：386（W）×146（D）
×27.2（H）mm キーボード：392（W）×154（D）×32（H）mm

質量
本体＊50＊51 約3.0kg（内蔵バッテリ、キーボード含む）＊52 約8.7kg 約9.0kg 約8.8kg 約8.6kg 約5.3kg 約5.2kg

その他 キーボード：約370g　マウス：約65g＊53　ACアダプタ＊54：約192g キーボード：約660g＊53　マウス：約62g＊53　リモコン：         約120g＊53 キーボード：約660g＊53　
マウス：約62g＊53 キーボード：約750g　マウス：約90g

バッテリ駆動時間 （JEITA測定法 Ver.2.0） 約3.5時間＊55 約4.2時間＊55 － －
バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時） 約3.2時間／約2.5時間＊56 － －
電源＊57 リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜240V±10%、50/60Hz）＊58 AC100V±10%、50/60Hz AC100V±10%、50/60Hz
消費電力 標準時＊59／最大時／スリープ時 約12W／約45W／約0.6W 約9.6W／約45W／約0.6W 約8.7W／約45W／約0.6W 約51W／約135W／約0.5W 約32W／約65W／約0.7W 約29W／約65W／約0.5W 約29W／約65W／約0.4W 約25W／約65W／約0.5W 約20W／約210W／約1.1W 約18W／約174W／約1W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊60 M区分 0.044（AAA） M区分 0.050（AAA） M区分 0.065（AAA） T区分 0.039（AAA） T区分 0.034（AAA） T区分 0.065（AA） －＊61

電波障害対策 VCCI ClassB VCCI ClassB VCCI ClassB
温湿度条件 5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと） 10〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと） 10〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと）
オフィスアプリ（インストールされている 
他のアプリはP.37をご覧ください） Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス＊62 Office Home & Business Premium プラス Office        365 サービス＊62 Office Personal Premium プラス Office 365 サービス＊62 Office Home & Business Premium  

プラス Office 365 サービス＊62
Office Personal Premium  
プラス Office 365 サービス＊62

主な添付品 マニュアル＊63、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、乾電池（単三アルカリ：2本 マウス用）、保証書 マニュアル＊63、ACアダプタ、miniB-CASカード、無線リ       モコン、乾電池（単三アルカリ：5本 キーボード・マウス・リモコン用）、保証書
マニュアル＊63、ACアダプタ、 
乾電池（単三アルカリ：3本 
キーボード・マウス用）、保証書

マニュアル＊63、電源コード、 
DisplayPort-DVI-D（シングルリンク）変換アダプタ、保証書



http://nec-lavie.jp/商品の詳しい情報は
ホームページをご覧ください。
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■TV仕様［外でもVIDEOワイヤレス］＊16＊27

転送時の画質＊19 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量＊5＊11

モバイル画質＊13 約900MB

ダイレクト＊8

BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 約10.1GB
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 約4.7GB
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 約7.2GB
地上デジタル標準テレビ放送 約3.4GB

ファイン＊8 約3.4GB
ファインロング＊8 約1.7GB

セミファインロング DA970/GAB、DA770/GAシリーズ＊8 約650MB
DA570/GAB、DA370/GAシリーズ＊7 約1.0GB

ロング＊9 約900MB
スーパーロング（DA970/GAB、DA770/GAシリーズ）＊9 約520MB

■TV仕様［ディスク（BD/DVD）への保存時間］
ディスク 保存形式 ※DA370/GAシリーズでは、BD-AV形式およびAVCREC形式による

　　　　　   ディスク（BD/DVD）への保存はサポートしておりません。
字幕
表示
対応

保存時間（めやす）
1層／2層／3層

BD-R（1層／2層）、
BD-R XL（3層）、
BD-RE（1層／2層）、
BD-RE XL（3層）＊17

BD-AV
形式＊26

ダ
イ
レ
ク
ト
＊8

BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 ○ 約2時間10分／約4時間20分／約8時間30分
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 ○ 約4時間40分／約9時間30分／約19時間
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 ○ 約3時間／約6時間／約12時間
地上デジタル標準テレビ放送 ○ 約6時間30分／約13時間／約26時間

ファイン＊8 ○ 約6時間30分／約13時間／約26時間
ファインロング＊8 ○ 約13時間／約27時間／約54時間

セミファインロング DA970/GAB、DA770/GAシリーズ＊8 ○ 約34時間／約70時間／約141時間
DA570/GAB＊18 ○ 約22時間／約45時間／約92時間

ロング＊9 ○ 約27時間／約55時間／約111時間
スーパーロング（DA970/GAB、DA770/GAシリーズ）＊9 ○ 約41時間／約79時間／約168時間
1ディスクダビング＊22 ○ ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。＊23

DVD-R
（1層／2層）＊20

AVCREC
形式＊26

ファイン＊8 ○ 約1時間10分／約2時間10分
ファインロング＊8 ○ 約2時間30分／約4時間40分

セミファインロング DA970/GAB、DA770/GAシリーズ＊8 ○ 約6時間30分／約12時間
DA570/GAB＊18 ○ 約4時間10分／約8時間

ロング＊9 ○ 約5時間／約9時間30分
スーパーロング（DA970/GAB、DA770/GAシリーズ）＊9 ○ 約7時間30分／約14時間30分
1ディスクダビング＊22 ○ ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。＊23

DVD-VR
形式
＊9＊21＊24

高画質 × 約1時間20分／約2時間20分
標準画質 × 約2時間30分／約4時間40分
長時間 × 約5時間／約9時間
1ディスクダビング × 最長約5時間＊23／最長約9時間＊23

DVD-RAM
（片面4.7GB＊10）＊20

AVCREC
形式＊26

ファイン＊8 ○ 約1時間10分
ファインロング＊8 ○ 約2時間30分

セミファインロング DA970/GAB、DA770/GAシリーズ＊8 ○ 約6時間30分
DA570/GAB＊18 ○ 約4時間10分

ロング＊9 ○ 約5時間
スーパーロング（DA970/GAB、DA770/GAシリーズ）＊9 ○ 約7時間30分
1ディスクダビング＊22 ○ ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。＊23

DVD-VR
形式
＊9＊21＊24

高画質 × 約1時間10分
標準画質 × 約2時間20分
長時間 × 約5時間
1ディスクダビング × 最長約5時間＊23

■TV仕様［ハードディスクへの録画時間］

録画モード ビットレート＊15

1時間あたりの
録画に必要な
ハードディスク
容量＊4＊5

字幕
表示
対応

本体内蔵ハードディスク 外付けハードディスク＊12

最大録画時間（最大録画容量）（めやす）＊5＊6 録画時間（想定録画容量＊14）（めやす）
LAVIE Desk All-in-one 2TBモデル

（約1832GB）＊5
1TBモデル

（約901GB）＊5DA９70/GAB
（約3637GB)

DA７70/GAシリーズ
(約2705GB)

DA５70/GAB
(約2707GB)

DA370/GAシリーズ
(約850GB)

ダ
イ
レ
ク
ト
＊8

BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 約24Mbps 約10.1GB ○ 約361時間 約268時間 約269時間 約84時間 約182時間 約89時間
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 約11Mbps 約4.7GB ○ 約788時間 約586時間 約587時間 約184時間 約397時間 約195時間
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 約17Mbps 約7.2GB ○ 約510時間 約379時間 約379時間 約119時間 約257時間 約126時間
地上デジタル標準テレビ放送 約8Mbps 約3.4GB ○ 約1084時間 約806時間 約807時間 約253時間 約546時間 約268時間

ファイン＊8 約8Mbps 約3.4GB ○ 約1084時間 約806時間 約807時間 約253時間 約546時間 約268時間
ファインロング＊8 約4Mbps 約1.7GB ○ 約2169時間 約1613時間 約1614時間 約507時間 約1093時間 約537時間

セミファインロング DA970/GAB、DA770/GAシリーズ＊8 約1.5Mbps 約650MB ○ 約5785時間 約4302時間 － － 約2915時間 約1433時間
DA570/GAB、DA370/GAシリーズ＊7 約2.4Mbps 約1.0GB ○ － － 約2691時間 約845時間 約1822時間 約896時間

ロング＊9 約2Mbps 約900MB ○ 約4339時間 約3227時間 約3229時間 約1014時間 約2186時間 約1075時間
スーパーロング（DA970/GAB、DA770/GAシリーズ）＊9 約1.2Mbps 約520MB ○ 約7231時間 約5378時間 － － 約3644時間 約1792時間

■TV仕様［外でもVIDEO］＊27

画質（解像度）
字幕
表示
対応

SDメモリーカード＊5＊25

保存時間（めやす）
64GB 32GB 16GB 8GB 4GB

SD画質（640×360） × 約121時間 約60時間 約30時間 約15時間 約7時間
ワンセグ画質（320×180） × 約229時間 約114時間 約57時間 約28時間 約14時間

■TV仕様［受信機能］
対応機種 LAVIE Desk All-in-one

DA970/GAB DA770/GAシリーズ DA570/GAB、DA370/GAシリーズ

テレビ受信機能

チューナ ［地上・BS・110度CSデジタル］チューナ
チューナ数 4個 2個 1個

対応する放送の種類 地上デジタル放送＊1、BSデジタル放送＊2、110度CSデジタル放送＊2

CATVパススルー対応 対応帯域：全帯域（VHF・MID・SHB・UHF）
字幕放送 対応
データ放送 対応
双方向サービス＊3 対応
EPG（電子番組表） 対応

5.1chサラウンド放送の音声は、ステレオ2chに変換して出力しています。SmartVisionの場合、放
送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトモードでハードディスクに録画した番組を再生
しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。録画（保存）時間はめやすであり、
録画（保存）する先（ハードディスク、BD/DVD、SDメモリーカード）の空き容量や、録画（保存）する
番組によって変動します。 
＊1：ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタ
ル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタ
ル放送を視聴可能です。その他の方式（トランスモジュレーション方式など）では視聴できません。
再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認く
ださい。＊2：ケーブルテレビ会社経由でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるか
どうかは、ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
＊3：本機はモデム機能を搭載していないため、双方向サービスはLAN回線を使用して利用できま
す。＊4：録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。＊5：容量は、1MB＝10242

バイト、1GB＝10243バイト換算値です。＊6：出荷時の内蔵ハードディスク空き容量に録画した場合
のめやす時間です。実際の録画時間やＴＶアプリに表示される録画可能時間とは一致しない場合

があります。＊7：セミファインロングモードの最大解像度は、1280×1080となります。＊8：放送さ
れた解像度のままで録画します。＊9：解像度は、720×480となります。＊10：1GBを10億（10003）
バイト、1TBを1兆（10004）バイトで計算した場合の数値です。＊11：保存に必要なメモリ容量はめ
やすであり、保存する番組によって変動します。＊12：外付けハードディスクの動作確認済み機器に
関しましては、ホームページ（http://nec-lavie.jp/products/common/hddlist/）をご覧くださ
い。「ホームネットダビング」用メディアサーバーの動作確認済み機器に関しましては、ホームページ

（http://nec-lavie.jp/products/common/nashddlist/）をご覧ください。なお「ホームネットダ
ビング」用メディアサーバーには、放送されている番組を直接録画することはできません。＊13：モ
バイル画質の最大解像度は、1280×720となります。＊14：録画に使用可能な空き容量の想定値
です。実際の空き容量は、機器本体や機器の使用状況により異なります。＊15：録画する番組によ
り、ビットレートはこの値を基準にして上下に変動します。＊16：字幕表示については、保存先の機器
やアプリの対応状況によります。＊17：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。著作権保護技術AACSに対応しています。＊18：セミファインロングモードで
録画した番組をディスクに保存するときの最大解像度は、1440×1080になります。＊19：保存先
の機器によって、保存できる録画モードは異なります。＊20：CPRM方式に対応していないDVD-R/

DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。＊21：DVD-VR形式で保存する場合には、ダイレ
クト／ファイン／ファインロング／セミファインロング／ロング／スーパーロングを、高画質／標
準画質／長時間に変換します。＊22：解像度を720×480に変換して書き込まれる場合があります。
＊23：ディスクの空き容量にあわせて、ビットレートや解像度を変換して保存します。ただし、ディス
クへ保存する合計時間が長すぎる場合は、保存できない場合があります。＊24：DVD-VR形式で保
存する場合には、5.1chサラウンドは、ステレオ2chに変換されます。＊25：サポートするSDメモ
リーカードは、microSDカード、microSDHCカード、SDXCメモリーカードになります。本機では再
生できません。SDメモリーカードに表示されている容量の約90％を録画番組の保存に利用可能と
して保存時間を算出しており、実際の保存時間とは異なる場合があります。長時間番組は、SD画質
では約3時間30分ごと、ワンセグ画質では約6時間30分ごとをめやすに複数の番組データに分割
してSDメモリーカードに転送します。＊26：ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみでサポート
しています。＊27：動作確認済機器に関しましては、ホームページ（http://nec-lavie.jp/
products/common/taioukiki/）をご覧ください。

※

※

※



（公財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する
第三者認証ラベルです。製品の原料採取から廃棄に至るまでの
ライフサイクルで環境への負荷が低減できているなど環境配
慮に関する認定基準を満たしています。エコマークの認定企業
は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13＊5）
を満たしています。
詳しくはこちらをご覧ください。

本製品はグリーン購入法（平成28年2月閣議決定）における「判断の基準」を
満たしています。また、「配慮事項」へも積極的に対応しています。

グリーン購入（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。
詳しくはこちらをご覧ください。

本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」に
定める値に対応しています。また、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、
アセトアルデヒドなど7物質の予測最高到達濃度が、厚生労働省室内濃度
指針値のおおむね10％（デスクトップ型PCおよびディスプレイは5％）以内に
収まるよう取り組んでいます。

環境関連各種法律、ガイドラインに対応

第三者機関の環境関連各種ラベルを取得

省エネ法に対応＊3

省エネ法（目標年度 2011年度）の基準に対応しています。

詳しくはホームページ http://www.necp.co.jp/env/ をご覧ください。
このマークが表示されている
当社製品は当社が無償で
回収・再資源化いたします。

J-Mossグリーンマーク＊4、RoHS指令に対応
電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価ク
ロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル

（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく
表示です。グリーンマークは、特定化学物質の含有率がJISで
規定された基準以下を示します。また、EU（欧州連合）のRoHS
指令にも対応しています。

PCおよびタブレット端末に関するVOC 放散速度指針値、
シックハウス症候群に対応

グリーン購入ガイドライン＊2

グリーン購入法＊1

エコマークに対応＊1

PCグリーンラベルに対応

人体や環境への影響が懸念されている化学物質を基準以下に削減

製品を通じ、お客様とともに地球環境保全に貢献します。

＊1：省エネ基準達成率が200％未満、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は未対応となります。　＊2：DTシリーズに添付のディスプレイF23W4A-T、F20W1Aは未対応。　＊3：省エネ基準達成率
につきましてはP.4-P.7のラインアップをご覧ください。　＊4：グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.htmlをご覧ください。   ＊5：DT750/FAWに添付のディスプレイF23W4A-Tは
Ver.12に対応。

買い取りサービス

回収・リサイクル

使用済みパソコン買い取りについてのお申し込み/ご案内はこちら
http://121ware.com/support/reuse/

http://121ware.com/support/recycle/
NECパソコンの回収・リサイクルについてのお申し込み/ご案内はこちら

http://www.gpn.jp/

http://www.pc3r.jp/

NECは最先端の技術と行動で、地球にやさしい製品づくりをめざします。

●LAVIE（ノート型PC） 本体：第06119004号　●LAVIE（一体型PC） 本体：第07119001号　
●LAVIE（デスクトップ型PC） 本体、添付ディスプレイ：第06119001号　

パソコンからの個人データの漏えいを防げて安心

パソコンの廃棄や譲渡の際、他人にデータが渡らないように
ハードディスク内のデータを消去できます。

ハードディスク消去機能

NECパーソナルコンピュータは
パソコン業界初の
エコ･ファースト企業として
地球環境保全のために
行動しています。

詳しくはホームページ
（http://121ware.com/eco/ecofirst/）をご覧ください。

http://nec-lavie.jp/商品の詳しい情報は
ホームページをご覧ください。
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■ワイヤレスLAN仕様

対応機種

LAVIE Hybrid ZERO LAVIE Note Mobile
HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズ、HZ350/GAシリーズ、

HZ330/GAS、HZ300/GAシリーズ
NM150/GAシリーズ

LAVIE Note Mobile LAVIE Note Standard
NM550/GAシリーズ、NM350/GAシリーズ NS150/GAシリーズ、NS100/G2W、NS100/G1W

LAVIE Note Standard LAVIE Hybrid Frista
NS850/FAB、NS750/GAシリーズ、NS700/GAシリーズ

NS550/GAシリーズ、NS350/GAシリーズ
HF150/DAシリーズ

LAVIE Hybrid Frista LAVIE Desk All-in-one
HF750/DAB、HF350/DAシリーズ DA370/GAシリーズ、DA350/GAW

LAVIE Desk All-in-one
DA970/GAB、DA770/GAシリーズ、DA570/GAB

規格＊1 IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠 IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠

周波数帯域＊2（チャンネル・バンド） 2.4GHz帯（1〜13ch） 2.4GHz帯（1〜13ch）
5GHz帯（W52/W53/W56） 5GHz帯（W52/W53/W56）

通信速度＊3 最大867Mbps（11ac接続時） 最大433Mbps（11ac接続時）
セキュリティ＊4 WPA/WPA2 – エンタープライズ、パーソナル WPA/WPA2 – エンタープライズ、パーソナル

＊1：同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器（Miracast®等）をご利用の際
は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。すべての周辺装置との動作を保証す
るものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能などの使用条件をご確認くださ
い。＊2：5GHz帯のW52/W53ワイヤレス（無線）LANの使用は、電波法令により屋内に限定されま

す。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。＊3：通信速度は規
格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。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、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。接続先のワイヤレス（無線）LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なりま

す。＊4：WPA-PSK（TKIP）とWEP（64bit/128bit）もサポートしておりますが、IEEE802.11a/b/g時
のみ利用可能です。また、WEPでユーザが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。



このカタログの記載内容は2017年3月現在のものです。

〒101-0021 東京都千代田区外神田
四丁目１４番１号 秋葉原ＵＤＸ

Cat.No.1134 17030250ADDN

※フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000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。

インターネットでパソコンを購入！

NEC Directコールセンター
キュー

0120-944-500
〈スマートフォン、携帯電話可能・通話料無料〉

＊1：新規登録会員のみの特典です。　＊2：ポイントOK作品とPPV作品は対象外です。　＊3：ポイント利用は会員登録後、
45日間に限ります。　＊4：電子書籍を購入するためには、ブラウザでeBookサイトにアクセスする必要があります。eBook
図書券は、専用ページからログインすると取得できるクーポンであり、ご購入された端末1台に対し1回限り有効です。換金や
返金はできません。一部成人向けの書籍はご購入いただけません。

http://nec-lavie.jp/shop/

受付時間：9:00～19:00（祝日・ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日を除く）

電子ブッククーポン

日本最大級の動画配信サービスでドラマ・映画・アニメなどを視聴でき
る！特典＊1として31日間無料＊2で視聴＆2000ポイント＊3プレゼント！

コミック・小説・写真集・雑誌などを満喫できる！特典と
して図書券をもれなくプレゼント！＊4

ビデオ視聴クーポン

本カタログ掲載機種をご購入で下記特典がついてくる！

NECは、タブレットも充実したラインアップ！

詳しくはLAVIE Tab 各カタログ、またはNEC LAVIE公式サイトを
ご覧ください。 http://nec-lavie.jp/

公式Twitterアカウント
「@necpc_pc」をフォローしよう！

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。
［NEC LAVIE公式サイト］

GfK Japan Certified 2016

 

BCN AWARD 2017

2016年 日本で一番選ばれたPCメーカー 国内販売No.1 

2016年 年間販売数量 シェアNo.1受賞
全国有力家電量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ

デスクトップPC部門（13年連続）・ノートPC部門（6年連続）

最優秀賞受賞
全国の主要パソコン販売店、家電量販店のPOSデータ統計を集計するBCNより認定

デスクトップPC部門（8年連続）・ノートPC部門（6年連続）

自分好みにカスタマイズして
あなただけのパソコンを完成できます。

http://nec-lavie.jp/

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。ただし、HZシリーズ、NMシリーズ、NSシリーズ（NS150/GAシリーズ、NS100/Gシリー
ズ除く）、HFシリーズにはバッテリパックが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換は行わないでください。バッテリが寿命などで交換が必要な場合は、121
コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。

IntelとIntelおよびMcAfeeのロゴ、インテル、マカフィー、LiveSafe、リブセーフは、米国およびその他の国におけるIntel CorporationまたはMcAfee,Inc.の登録商標または商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の
商標または登録商標です。Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。Microsoft、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、PowerPoint ロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、
マイクロソフト企業グループの商標です。Microsoft PowerPoint 楽しもう フォト ウィザードは、Microsoft .NET Frameworkを使用して構築されています。Corel、PaintShopは、カナダ、米国および／またはその他の国におけるCorel Corporationおよび／または
その子会社の商標または登録商標です。「netpeople」は、イナゴの商標または登録商標です。Blu-ray Disc（ブルーレイディスク）、Blu-ray（ブルーレイ）、BDXL、AVCREC及びその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。miniSD、microSDは、
SDアソシエーションの商標です。DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは、デジタルリビングネットワークアライアンス（Digital Living Network Alliance）の商標です。DigiOn、
商標です。ファイナルパソコン引越しおよびファイナルパソコンデータ引越しはAOSデータ株式会社の日本における商標です。PCMoverは、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、
NECパーソナルコンピュータはライセンスに基づきこのマークを使用しています。TwitterはTwitter,Inc.の商標または登録商標です。「NAVITIME」及び「トータルナビ」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。DropboxおよびDropboxのロゴは、Dropbox, inc.の
商標です。FR-Port、AudioEngineはヤマハ株式会社の商標です。アクティブ サーボ テクノロジーはヤマハ株式会社の登録商標です。HiGrand Music Player はヤマハ株式会社の商標または登録商標です。SoundVuは、New Transducers Ltdの登録商標です。
Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■ 商標について

オプション オプションのご購入にあたっては最寄りの量販店、またはNEC Directにご用命ください。

Aterm WG1200HS
PA-WG1200HS　オープン価格
シンプルな、有線ギガ対応、
ハイコストパフォーマンスモデル

増設メモリ
型番

PC-AC-ME063C オープン価格

オープン価格DTシリーズPC-AC-ME064C 8GB DIMM（DDR4）
PC4-17000 メモリ

オープン価格DAシリーズPC-AC-ME066C 16GB SODIMM（DDR4）
PC4-17000 メモリ

8GB SODIMM
（DDR4）PC4-17000 メモリ

品名 対応機種 希望小売価格

＊1：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす
時間です。　※設定やご利用のアプリなどの使用環境によって、実際の
バッテリ駆動時間は異なります。

PC-AC-ME065C
NSシリーズ
（NS850/FABを除く） オープン価格

DAシリーズ

8GB SODIMM
（DDR4）
PC4-17000 メモリ

その他のオプション
型番 品名 対応機種

バッテリパック
型番

PC-VP-WP139

HZシリーズ
NMシリーズ

HZ330/GAS
HZ300/GA
シリーズ

NS150/GAシリーズ

NS100/Gシリーズ

約5.7時間＊1
14,000円 標準添付品と同等

PC-AC-DU008C DVDスーパーマルチドライブ

USB-LAN変換アダプタ

オープン価格 約200g（ケーブル除く） HZシリーズ、NMシリーズでDVD/CDを使用できる外付けドライブです。USBケーブル1本の接続で使用できます。

PC-VP-BK10 8,000円 HZシリーズ、NMシリーズで有線LANを使用できるようにするアダプタです。1000BASE-Tに対応しています。約22g

VGA変換アダプタPC-VP-BK07 8,000円 HZシリーズ、NMシリーズのHDMI出力に接続し、VGA入力のプロジェクターや外付け
ディスプレイに画面を出力できるようにするアダプタです。約36g

USB変換アダプタPC-VP-BK09 6,500円 左記対応機種のUSB3.0（Type-C）コネクタをフルサイズのUSBコネクタに変換できるアダプタです。約17g

モバイルパワーキーボード（ブラック）PC-VP-KB36-B 45,000円 HZ300/GABの標準添付品と同等約388g

モバイルパワーキーボード（シルバー）

フラットカバーキーボード

PC-VP-KB36-S

PC-VP-KB37

45,000円 HZ330/GAS、HZ300/GASの標準添付品と同等約388g

16,000円 HZ330/GAS、HZ300/GAシリーズのカバー・スタンドにもなる薄型・軽量キーボード約187g

バッテリパック（リチウムイオン）

品名 対応機種 希望小売価格（税抜）

希望小売価格
（税抜） 質量 備考

バッテリ駆動時間 備考

ACアダプタ
型番

PC-VP-BP98

PC-VP-BP103

HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズ、HZ350/GAシリーズ

HZ330/GAS、HZ300/GAシリーズ

HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズ、HZ350/GAシリーズ

10,000円

10,000円

10,000円

約192g 標準添付品と同等

標準添付品と同等

約240g

約175gPC-VP-BP104-02

対応機種 備考希望小売価格
（税抜）

質量
（電源コード除く）

HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズの急速充電
に対応。1時間で約80％まで充電できます。
NS850/FAB、NS750/GAシリーズ標準添付品と同等

NSシリーズ（NS850/FAB、NS750/GAシリーズを除く）

NS850/FAB、NS750/GAシリーズ

NMシリーズ、HFシリーズ

Aterm

※本ページに記載の価格は、2017年2月現在のもの
です。価格は予告なく変更となる場合がありますので、
ご購入の際にはあらかじめ販売店へご確認ください。

11ac/a/b/g/n
ブロードバンドルータ

約6.0時間＊1

HFシリーズ
NS850/FAB




