
自宅や外出先、職場など、さまざまな通信環境に合わせ、設定を
簡単に切り換えられる、便利なNECオリジナルソフトを標準搭載。

＊1：当社による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・無破損を保証するものではありません。

パソコンの電源がOFFの状態でも、USBコネクタにつないだ携帯電
話や携帯音楽プレーヤなどの充電ができる「パワーオフUSB充電
機能」を搭載。
※動作確認済みUSB機器に関しましてはhttp://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html 
のページでご確認ください。
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LaVie Light
BL100/RA

使いたい機能にスピードアクセス。

通信環境を手軽に
切り換えられるソフト「MobileOptimizer」

耐圧150kgf＊1＊1のタフボディ耐圧150kgf＊1のタフボディ

※バッテリパック含む。

約1.17kgの軽量・コンパクトボディ

8.9型ワイド液晶搭載

Windows®XP Home Edition SP3 正規版を搭載

パワーオフUSB充電機能

約160GBの大容量ハードディスク搭載

LaVie Light メニュー

電話での対応もおまかせ
修理受付

故障品をスムーズに宅配便でお引き取り

NECあんしんサービス便
Webではもちろん、電話でも修理
の依頼を受け付けています。

ご質問・ご相談を電話で解決
使い方相談（ご購入後1年間無料）

●故障品のお引取りからお届けまでの送料無料
●故障品の梱包箱や梱包作業を宅配業者が無料実施

※購入後1年未満のお客様の場合、お電話での修理申し込みとなります。 ※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。

詳しくは http://121ware.com/support/サポートも充実！

●Internet Explorerの設定（スタートページ、プロキシサーバなど）
●TCP/IPの設定（IPアドレス、DNSサーバなど）
●その他（通常使うプリンタや共有フォルダ設定など）

24時間 365日対応

BL100/RA   http://121ware.com/lavie/light/

NECが日々のコンピューティングにお勧めするWindows®

http://www.gfkjpn.co.jp/news/update/GfKJapanCertified/index.html

GfK Japan Certified

4年連続No.1＊受賞 ノートPC／
デスクトップPC部門

全国の有力家電量販店販売実績を調査／集計するGfK Japanより認定
＊2004年～2007年各年間販売数量シェア第1位

NECパーソナルプロダ
クツはパソコン業界初
のエコ・ファースト企業と
して環境大臣より認定
され、地球環境保全の
ために行動しています。

使 い や す い ！ を つ ぎ つ ぎ と 。

受付時間9：00～19：00（年中無休）
携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールがご利用できないお客様は、
電話番号03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。
※お客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。

121コンタクトセンター

0120-977-121フリーコール



外観・インターフェイス オプション

SDメモリーカード
スロット

盗難防止用ロック

外部ディスプレイ用
コネクタ USBコネクタ

（パワーオフUSB充電機能付き）

外部マイク入力端子

ヘッドフォン／
オーディオ出力端子

USBコネクタ×2

DCコネクタ
LANコネクタ

（左側面）
（正面）

（右側面）

176.5mm（D）

250mm（W）

ACアダプタ
PC-VP-BP61
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie Light（BL100/RA）用ACアダプタ。標準添付品と同等。
外形寸法：約114.5（W）×49.5（D）×29.0（H）mm
質量（電源コードの質量を除く）：約280g

DVDスーパーマルチドライブ
PC-AC-DU004C

希望小売価格　オープン
LaVie Light（BL100/RA）用
外付けDVDスーパーマルチドライブ。
外形寸法（突起部を含まず）：
約137（W）×160（D）×18（H）mm
質量 （添付USB接続ケーブルを除く本体のみ重量）：
約345g

バッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-BP60
希望小売価格12,600円（税抜12,000円）
LaVie Light（BL100/RA）用バッテリパック。標準添付品と同等。
外形寸法：約204.4（W）×34.4（D）×21.2（H）mm
質量：約180g

Cat. No. APC233　0810083011PSI

http://121ware.com［ワントゥワンウェア］
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。

日本電気株式会社　〒108－8001 東京都港区芝五丁目7－1（NEC本社ビル）
NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141－0032 東京都品川区大崎一丁目11－1（ゲートシティ大崎 ウエストタワー） 

ご用命は充実したサービスの当店へ

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。

このカタログの記載内容は2008年10月現在のものです。

※携帯電話、ＰＨＳまたはIP電話などフリーコールがご利用できないお客様は電話番号03‒6670‒6000（通話料お客様負担）へおかけください。 
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

本商品のご購入に関するご相談はこちらまで

121コンタクトセンター

0120-977-121フリーコール 

このカタログは再生紙および大豆油インキを使用しています。

【購入相談・回収・リサイクル】
受付時間 9：00～17：00（年中無休）
【修理受付・NECパソコン情報FAXサービス】
受付時間 24時間365日（年中無休）
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

■商標について　インテル、Intel、Intel Insideロゴ、Intel Core、Core Inside、Atom、SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Live、Internet Explorer、Outlook、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお
ける商標または登録商標です。Javaは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。「Yahoo!」は、Yahoo! Inc.の登録商標です。TRENDMICROおよびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Adobe、Adobeロゴは、Adobe Systems 
Incorporated（アドビシステムズ社）米国ならびに他の国における商標または登録商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。Roxio Creatorは米国 Sonic Solutions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。

Webカメラ

Webカメラ用
マイク

Windows® XP Home Edition Service Pack 3 正規版（日本語版）＊1

インテル® Atom™ プロセッサー N270（1.60GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載＊20）
512KB
533MHz
533MHz
モバイル インテル® 945GSE Express チップセット
1GB（DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-4200対応）／ 1GB
1スロット［空き：0］
8.9型ワイドTFTカラー液晶［WSVGA（最大1024×600ドット表示）］
0.00033％以下
最大1677万色（1024×600ドット、800×600ドット）
最大1677万色

（1280×1024ドット、1024×768ドット、1024×600ドット、800×600ドット、640×480ドット）
インテル® GMA 950（モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵）
最大128MB
約160GB（Serial ATA、5,400回転/分）
約141GB ／約134GB
約3GB ／約3GB
【̶別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU004C）＊22】
内蔵ステレオスピーカ（1W＋1W）
インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、
3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング）
RealTek社製 ALC269搭載
100BASE-TX/10BASE-T対応
デュアルモードワイヤレスLAN本体内蔵＊10＊11（IEEE802.11b/g準拠）
本体一体型（キーピッチ17mm＊23、キーストローク2.0mm）、JIS標準配列（88キー）、右コントロールキー付き
スクロール機能付きNXパッド標準装備
有効画素数131万画素
2マイクアレイ（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング）
4ピン×3［USB 2.0］（パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き＊24）
̶
ミニD-sub15ピン×1
RJ45×1
ヘッドフォン出力と共用
ステレオミニジャック×1
ステレオミニジャック×1
SDメモリーカード（SDHCメモリーカード）スロット×1＊21

250（W）×176.5（D）×31.3～36.5（H）mm
約1.17kg
約180g
約280g
約2.6時間
約2.6時間
リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）
約14W／約60W
l区分 0.00071（AA）
VCCI ClassB
5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
パールブラック
ACアダプタ、マニュアル

インストールOS・サポートOS
CPU

バスクロック

チップセット
メインメモリ
＊2

表示機能

ドライブ

サウンド機能

通信機能

入力装置

外部
インター
フェイス

外形寸法
質量

バッテリ駆動時間＊14＊15

バッテリ充電時間＊14＊16

電源＊17＊18

消費電力
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊19

電波障害対策
温湿度条件
本体色
主な添付品

2次キャッシュメモリ
システムバス
メモリバス

標準容量／最大容量
スロット数
内蔵ディスプレイ

表示色
（解像度）
＊4

グラフィックアクセラレータ
グラフィックスメモリ＊2＊6＊7

ハードディスクドライブ＊8

DVD/CDドライブ
スピーカ
音源／サラウンド機能

サウンドチップ
LAN
ワイヤレスLAN
キーボード
ポインティングデバイス
Webカメラ
マイク
USB
IEEE1394（DV）
ディスプレイ
LAN
サウンド関連

カードスロット
本体（突起部除く）
本体（標準バッテリパック含む）
バッテリ
ACアダプタ＊13

標準／最大 

■ソフトウェア
◎：インストール済み　●：ハードディスクに格納済み（インストールして利用）
NECでは、◆印のソフトウェアのみサポートを行っております（基本ソフト・NEC製ソフトなど）。その他ソフトウェアのサポートに関しましては、ソフト製造元各社で
サポートを行っておりますので、添付のマニュアル（パソコンのトラブルを解決する本）または電子マニュアル（サポートナビゲーター）をご覧ください。

■仕様一覧

BL100/RA
PC-BL100RA

　本体価格はすべてオープン価格です。

LaVie Light
型名
型番 利用目的 ソフトウェア名

基本ソフト

インターネット

安心・便利

AV関連

実用・趣味
各種設定・
ユーティリティ

分類 BL100/RA
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●

Windows® XP Home Edition Service Pack 3（SP3）正規版 ◆ ＊1

Java Runtime Environment（JRE）6 ◆
Windows® Internet Explorer® 7 ◆
Yahoo!ツールバー 
Microsoft® Outlook® Express 6.0 ◆
Windows Live™ メール
Windows Live™ Messenger
Windows Live™ フォトギャラリー ＊2

Windows Live™ Writer
LaVie Light メニュー ◆
サポートナビゲーター ◆
ウイルスバスター™2008（使用期間限定版） ＊3

CyberSupport for NEC ◆
121ポップリンク ◆　
再セットアップディスク作成ツール ◆ ＊4

Windows Media® Player 11 ◆ ＊5

Roxio Creator LJ ＊4

Adobe® Reader®

MobileOptimizer ◆
ワンタッチスタートボタンの設定 ◆
パワーモードチェンジャー ◆
パワーオフUSB充電の設定 ◆
バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール ◆
らくらく無線スタート® ＥＸ ◆   

OS
Javaアプリケーションを楽しむ
ホームページを見る
ホームページを検索する
電子メールを送受信する
複数のアカウントをまとめて管理する
チャットを楽しむ
デジタルカメラ写真を公開する
ブログを楽しむ
使いたいソフトをすぐに起動する
ソフトの使い方を学ぶ、PCのトラブルを解決する
コンピュータウイルスを検出、駆除する
知りたいことをヘルプから検索する
NECから最新のサポート情報を入手する
再セットアップ用のディスクを作成する
音楽の再生や曲の管理をする
DVD/CDに音楽やデータを保存する
PDFファイルを表示する
利用シーンに応じて通信環境を切り換える
ファンクション（Fn）キーの設定をする
省電力の設定をする

バッテリをリフレッシュ・診断する
ワイヤレスLANの設定をする

LCDドット抜けの割合＊3

内蔵ディスプレイ
別売の外付けディスプレイ接続時
（アナログRGB接続時）＊5

Windows®システムから
認識される容量＊9

Cドライブ／空き容量
Dドライブ／空き容量

ライン出力
マイク入力＊12

ヘッドフォン出力
メモリーカード

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。　※ソフトウェアによっては、ご利用で
きる期間や機能に一部制限があります。　※ソフトウェアによっては、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。　※セキュリティ関連のソフト
ウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。　※お客様が画像・音楽・データなどを
記録（録画・録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、  著作権法上、著作権者に無断で使用できません。
＊1：日本語版です。本製品にインストールされているWindows® XP Home Editionは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再イ
ンストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載にしたがって、再インストールを行ってください。なお、再インストールは
Cドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。また、Windows® XP Home Editionでは、ネットワークのドメインに参加する機能はあ
りません。　＊2：本ソフトではMicrosoft® SQL Server™ 2005 Compact Editionを使用しています。　＊3：本製品は90日間無料でご利用いただけま
す。それ以降は有料になります。ファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります（ご購入時の設定は
無効になっています）。　＊4：本機能をご利用になるにはオプション（別売）の「PC-AC-DU004C」が別途必要となります。　＊5：DVDビデオの再生に
は対応しておりません。

※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、アプリケーションによっては、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：添付のソフトウェアはインストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用す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：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。　＊3：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。　＊4：本
体液晶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、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一にな
ることがあります。　＊5：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液
晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解
像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。　＊6：パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。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の総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows® XP上で一時的に使用する共有メモ
リやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。　＊7：Intel® Dynamic Video Memory Technologyを使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。
＊8：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。　＊9：右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。　＊10：IEEE802.11b/g準拠。WEP
（64/128bit）、WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）対応。　＊11：IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。接続対象機器、
電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。　＊12：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。　＊13：電源コードの質量を除く。　＊14：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によっ
て記載時間と異なる場合があります。　＊15：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット
（http://121ware.com/lavie/light/ → 「仕様」）をご覧ください。　＊16：電源OFF時。　＊17：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。　＊18：標準添付され
ている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　＊19：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能
で除したものです。2007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。  ＊20：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。　＊21：著作権保護機能には対応しておりませ
ん。「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。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
＊22：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］
＊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：動作確認済み機器に関しま
しては  http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html  をご覧ください。

■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、http://121ware.comでご確認ください。　●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。　●この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。　●商品写真の大きさは同比率ではありません。　●画面はハメコミ合成です。　●画面写真に使用したソフトウェア
はデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。　●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがありま
す。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。　●ハードディスク容量は、1MB＝1000²バイト、1GB＝1000³バイト換算値です。1MB＝1024²バイト、1GB＝
1024³バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。　
■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、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）
の基準に基づくクラスB情報技術装置です。　●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（LCD、HDD等）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
等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。　●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541 をご覧
ください。　●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ソフトウェアは､別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります｡
●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際､一部の機能でプリンタ､スキャナ､デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が
必要になる場合があります｡　●別途ご購入されているアプリケーションの動作に関しては、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（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社
では海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。　●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、
損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。　●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。　●パソコンやメモリーカードを廃棄・譲渡する際に、重
要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消
去には本商品に搭載の「ハードディスクデータ消去機能」あるいは専用ソフトウェアサービス（有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細は http://121ware.com/ 
product/pc/attnhd/index.html（ハードディスク） http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html（メモリーカード）をご参照ください。  ●本商品には、再セットアッ
プ用の媒体（CD-ROM/DVD-ROM）は添付されておりません。　●リチウムイオンバッテリについては http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htmをご
参照ください。　■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ソフトウェアが、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で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。　●他社製増設機器、
および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、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。

■電波に関するご注意　［ワイヤレスLAN対応商品］　●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に
影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。　●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規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無
線局」が運用されていないことを確認してください。　●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用
チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。　●電波干渉の事例が発生し、お困りの
ことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項　●液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見
えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品は
お受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。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 URL（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html）
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。

2.4
ワイヤレスLAN（2.4GHz）
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｢使い方相談｣、｢電話サポート予約サービス｣、｢リモートサポート｣につきましては、2007年11月1日より
『ご購入後 1年間無料、2年目から有料〔一件あたり2,000円（税込）＊1〕』に変更となりました。
＊1：クレジットカードご利用時。　※上記の内容は、お客様情報（ログインIDおよび保有商品）を事前登録された場合のものです。

サポートサービスに関する
重要なお知らせ
詳細につきましては、ホームページをご覧ください。  121ware.com「サービス＆サポート｣　http://121ware.com/support/




