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W i n d o w s  V i s t a® 　にするならN E C
使いやすい！を  つぎつぎと 。

Cute

Cool

ht tp : / /121ware .com / lav ie /n /

自分らしさが、ラヴィ・スタイル。

Natural

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、地球環境保全のために
行動しています。
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自分スタイルで、
コーディネートする。

自分の生活スタイルに合わせて
ファッションやインテリアを選ぶように、

ノートPCもコーディネートする。

たとえば、好きな服で過ごす時間が

心地いいように、

3タイプのカラーバリエーションから
いちばん自分らしくいられる

お気に入りの1台を選ぶ。　

さぁ、自分スタイルのラヴィを。

見やすい13.3型ワイド液晶とタイピングしやすい
キーボードを備えながら、約1.97kgの軽量ボディと
約4.0時間の長時間駆動を実現。
家の中でも、外出先でも気軽に使いこなせます。

お出かけ先でも大活躍の使いやすさ。

ビデオレターはもちろん、フレーム付き写真を撮影した
り、外出先でビデオチャット＊1も気軽に楽しめます。
Webカメラが映した人物をアニメ化したり、自由に変装
ができたり…遊び心あふれるコミュニケーションが楽し
めます。
＊1：インターネット接続環境が必要です。

外出先でビデオチャットも楽しめる＊1
Webカメラ&マイク。

バッグへの収納のしやすさに配慮した、
コンパクト*1でフラットなデザイン。
＊1：310(W)×235(D)×31.0～36.5(H)mm（突起部除く）

このコンパクトさがちょうどいい。
LN530/RJシリーズは「Microsoft® Office PowerPoint® 
2007」も搭載。クリスマスカードや年賀状、フォトアルバム、
案内状などを、手軽・キレイにつくれます。

ポストカードや案内状なども手軽・キレイ
につくれる「PowerPoint®」を搭載。

FeliCaポート（内蔵）に、FeliCa対応カードや「おサ
イフケータイ®＊1」などをタッチするだけで、対応サイ
トでの支払いやEdyへのチャージ（入金）＊1などがカ
ンタンにできます。
＊1：初期設定が必要です。
※カードにより、利用できるサービスが異なります。

ネットショッピングもカンタン。
便利なFeliCaポート。

Cute ピンクレイヤード
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Cool

パソコンの電源がOFFの状態でも、
USBにつないだ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」。
※動作確認済みUSB機器に関しましてはホームページでご確認下さい。
　http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html

音楽をもっと便利に楽しむ。
本体と同色でコーディネート。
精度が高く、マウスパッドがなくても
快適に反応するレーザー式を採用。
※全ての場所での使用を保証するものではありません。

マウスも使いやすくスタイリッシュ。

Natural
NECがおすすめするWindows Vista® Home Premium

モノトーン モカレイヤード

3http://121ware.com/lavie/n/商品の詳しい情報はホームページをご覧ください。



■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。　●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、DVD/CDドライブ、
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。　■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。　■DVD/CDの読込み／書込みについて　●DVDビデオの再生は、ソフトウェ
アによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。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ディスクおよびビデオCDの種類に
よってはコマ落ちする場合があります。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は、再生できないことがあります。　●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。　
●別途アップデートを行うことでCPRM（Content Protection for Recordable Media）の
著作権保護機能に対応することができます。詳しくはソフトウェア一覧の「InterVideo® 
WinDVD® for NEC」および「DVD-MovieAlbumSE 4.5 CPRM for NEC」の注釈をご覧く
ださい。　●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。　●12cmDVD/CD、8cm音楽CDの再生ができます。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
ソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。　●DVD MovieWriter® 
for NEC Ver.5」で作成したDVDは各規格に対応した家庭用のDVDプレーヤ・レコーダ、
DVD-ROM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、DVD-ROM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。　●ソフトウェア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。　■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。　●USB1.1対応の周辺機器も利
用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。　●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。　■もしもの時の再セットアップをスマートに　●万が一パソコンのシステ
ムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒な
CDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、
市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/ DVD-ROMを作
成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用
CD-ROM/DVD-ROM（バックアップCD-ROM/DVD-ROM）を販売しています。詳細は、
「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」  http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照くだ
さい。

■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）IEEE802.11g ／ IEEE802.11b対応商品］ ●本商品では、2.4GHz帯
域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電
力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●IEEE802.11b/802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　
●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停
止）してください。　●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。　［ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a対応商品］ 
●IEEE802.11a（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準拠（W52/W53/W56）です。
W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご参照ください。

■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。
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CD-ROM＊39

CD-R
CD-RW
DVD-ROM
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
DVD-RAM＊40

DVD-R（2層）＊41

DVD+R（2層）
CD-R
CD-RW＊42

DVD-R＊43

DVD+R
DVD-RW＊44

DVD+RW
DVD-RAM＊40

DVD-R（2層）＊45

DVD+R（2層）

最大24倍速
最大24倍速
最大24倍速
最大8倍速
最大8倍速
最大8倍速
最大8倍速
最大8倍速
最大5倍速
最大6倍速
最大6倍速
最大24倍速
最大10倍速
最大8倍速
最大8倍速
最大6倍速
最大8倍速
最大5倍速＊46

最大4倍速
最大4倍速

ドライブ＊38 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）
［DVD-R/+R 2層書込み］
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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。
＊1：32ビット版、日本語版です。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。　＊2：ネットワークでドメインに参加する機能はあ
りません。　＊3：システム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。　＊4：増設メモリは、
PC-AC-ME032C（1GB、PC2-6400）、PC-AC-ME033C（2GB、PC2-6400）を推奨します。ただし、本体の
仕様上メモリバス667MHz（PC2-5300）で動作します。　＊5：他社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。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。　＊6：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。　＊7：出荷時のBIOS Setup 
Menuのグラフィックスメモリ設定値は128MBになります（256MB選択可）。 　＊8：本体に実装されているメ
モリと同容量／同仕様のメモリを2スロットに増設した場合、デュアルチャネル動作となり、容量差分がシング
ルチャネル動作となります。　 ＊9：最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確
保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は
異なります。　＊11：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。　
＊12：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。　＊13：液晶ディ
スプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。　＊14：1,677万
色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。　＊15：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。　＊16：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 Vista®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。　＊17：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊18：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。　＊20：IEEE802.11a/b/g準拠。
WEP（64/128bit）、WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）対 応。5GHz帯ワイヤレスLANは、
IEEE802.11a準拠（W52/W53/W56）です。IEEE802.11a（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。　＊21：Super AG®機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器も
Super AG®に対応している必要があり、ワイヤレスLAN機器の設定変更が必要になる場合があります。設定
変更については、各ワイヤレスLAN機器のマニュアルをご参照ください。Super AG®機能は、IEEE802.11a
およびIEEE802.11gのみに対応しています。　＊22：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。
J52/W52/W53/W56は 社 団 法 人 電 子 情 報 技 術 産 業 協 会 に よる 表 記 で す。詳 細 は 
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/ 050516_5ghz/index.html をご覧ください。　＊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。　＊25：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。　＊26：それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。　
＊27：「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただ
し、添付ソフト「SD-MobileImpact for NEC」を使用した場合には、「SDメモリーカード」、「SDHCメモリー
カード」の著作権保護機能に対応しています。　＊28：「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。　＊29：「メモリースティック デュオ」をご
使用の場合には、メモリースティック デュオアダプタをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」（M2）を
ご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」（M2）スタンダードサイズアダプタをご利用ください。「メモ
リースティック マイクロ」（M2） → 「メモリースティック マイクロ」（M2）デュオサイズアダプタ → メモリース
ティック デュオアダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモ
リースティック マイクロ」（M2）の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応して
おります。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し／書込みにかかる時間は異なります。「メモリース
ティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能（マジック
ゲート）には対応しておりません。　＊30：電源コードの質量を除く。  ＊31：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。　＊32：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/n/ → 「仕様」）をご覧ください。　＊33：電源OFF時。　＊34：パソコン本体
のバッテリなど各種電池は消耗品です。　＊35：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）で
す。　＊36：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。
＊37：Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。　＊38：使用するディ
スクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。　＊39：Super Audio CD
は、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。　＊40：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 （片面4.7GB）に
準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あ
るいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1（片面
2.6GB）の読出し／書換えはサポートしておりません。　＊41：追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディス
クの読出しはサポートしておりません。　＊42：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。　
＊43：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。　＊44：
DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。　＊45：DVD-R（2層）
書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応で
す。　＊46：DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。

■LaVie N 仕様一覧
LN530/RJ6M
PC-LN530RJ6M

Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1（SP1）正規版＊1＊2

AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ QL-60（1.90GHz）（AMD PowerNow!™ テクノロジ対応＊3）
1MB（トータル）
3600MHz HyperTransport 3.0
667MHz
AMD M780V チップセット
2GB＊7（DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応可能＊8）／ 4GB＊7＊8＊9

2スロット［空き1］
13.3型ワイド  低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）［WXGA（最大1,280×800ドット表示）］
0.00027%以下
最大1,677万色＊14（1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
最大1,677万色（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）

ATI Radeon™ 3100 グラフィックス（AMD M780V チップセットに内蔵）
最大832MB＊6＊7

約160GB（Serial ATA、5,400回転/分）
約83GB ／約59GB
約49GB ／約49GB
DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］

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
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
トリプルワイヤレスLAN（Super AG®対応）本体内蔵＊20＊21＊22（IEEE802.11a/b/g準拠）
本体一体型（キーピッチ19mm＊23、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き
USBレーザーミニマウス（スクロール機能付き）
スクロール機能付きNXパッド標準装備
ワンタッチスタートボタン搭載
有効画素数198万画素（総画素数212万画素、マクロ機能）
２マイクアレイ（ノイズ抑制、ビームフォーミング）
4ピン×3［USB2.0］（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
ステレオミニジャック×1
ステレオミニジャック×1
ライン出力と共用
トリプルメモリースロット×1＊26＊27［SDメモリーカード（SDHCメモリーカード）＊28、メモリースティック（メモリースティック PRO、
メモリースティック PRO-HG デュオ）＊29、xD-ピクチャーカード］
ExpressCard/54×1（ExpressCard™ Standard Release 1.1準拠）
内蔵
310（W）×235（D）×31.0～36.5（H）mm
約1970g ／約80g
約350g
約360g＊30

約4.0時間
約3.9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24W／約75W
l区分 0.0010（AA）
VCCI ClassB
5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
モカレイヤード／モカ
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007＊37

ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス

約83GB ／約60GB

　

モカレイヤード／モカ
Microsoft® Office Personal 2007＊37

ピンクレイヤード／ピンク モノトーン／ホワイトピンクレイヤード／ピンク モノトーン／ホワイト

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
＊4＊5＊6

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

FeliCaポート
外形寸法
質量

バッテリ駆動時間＊31＊32

バッテリ充電時間＊31＊33

電源＊34＊35

消費電力
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊36  

電波障害対策
温湿度条件
本体色／マウス色
主なソフトウェア
主な添付品

型番

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）
＊12＊13

グラフィックアクセラレータ
グラフィックスメモリ＊16

ハードディスクドライブ＊17

DVD/CDドライブ
（詳細は別表をご覧ください）
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
マウス
ポインティングデバイス
ボタン
Webカメラ
マイク
USB
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）／マウス
バッテリ
ACアダプタ

標準／最大

LCDドット抜けの割合＊11

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）＊15

ライン出力
マイク入力＊25

ヘッドフォン出力
メモリーカード

PCカード

本体価格はすべてオープン価格です。

LN530/RJ6P
PC-LN530RJ6P

LN530/RJ6W
PC-LN530RJ6W

LN500/RG6M
PC-LN500RG6M

LN500/RG6P
PC-LN500RG6P

LN500/RG6W
PC-LN500RG6W

型名

Windows®システムから
認識される容量＊18

4

Cドライブ／空き容量
Dドライブ／空き容量



■商標について　インテル、Intel、Intel Insideロゴ、Intel Core、Core Inside、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。
AMD、 AMD Arrowロゴ、 AMD Turion、AMD Athlon、 PowerNow!ならびにその組み合わせ、 QuantiSpeedは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。ATI、ATI logo、Mobility、
Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。NeoFaceは、日本電気株式会社の日本における登録商標です。
Microsoft、Windows、 Windows Vista、Windows Live、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint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。Aterm、WARPSTARは、 日本電気株式会社の登録商標です。SmartPhoto、セーフコネクトは、
NECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。 BIGLOBEは、 NECビッ グローブ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。McAfee、マカフィー、SiteAdvisorは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の
国における登録商標です。Corel、InterVideo、WinDVD、 Ulead、Ulead ロゴ、Ulead DVD MovieWriter は、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。Corel、Paint Shop Proは、
Corel Corporationの米国および日本の商標または登録商標です。「Image Intelligence」、「イメージ・インテリジェンス」は、富士フイルム株式会社の商標です。SD-VideoWriterは、松下電器産業株式会社の登
録商標です。「Near Field Rights Management」および「NFRM」 および「カザスチャンネル」は、日本国内における株式会社フェイスの商標または登録商標です。QuickCamは、 Logitech, Incの登録商標です。
時事通信社『家庭の医学』PC版は、株式会社時事通信出版局の登録商標です。駅探は、登録商標です。FlipBook、FlipViewerは、E-Book Systems, Inc.の登録商標です。「まいにちがたからもの」は、株式会
社 旺文社の登録商標です。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。DocuWorksは、 富士ゼロックス株式会社の商
標です。「脳力トレーナー」は、セガトイズの登録商標です。SDロゴは、商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。 （メモリースティック）および　　　、　　　　　　　　　
は、ソニー株式会社の商標です。 （マジックゲート）および 　　　　　　　　 は、ソニー株式会社の商標です。xD-Picture Card、xD-ピクチャーカードは、富士フイルム株式会社の商標です。
Atheros、ABG、 Super AG、XR、XSPANおよびTotal 802.11のロゴは、 Atheros Communications, Inc.の商標または登録商標です。「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
「FeliCa」は、ソニーの登録商標です。「おサイフケータイ」、「iモード」および「FOMA」 は、株式会社NTTドコモの登録商標です。「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブラン
ドです。「eLIO（エリオ）」は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルの登録商標です。「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社
の登録商標です。「ICOCA」 は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「PiTaPa」は、株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。「PASMO」 は、株式会社パスモの登録商標です。株式会社パスモ商標利
用許諾済 第18号。　　　　　は、株式会社パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。株式会社パスモの都合により予告なくPASMOカー ドが交換されることがあります。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、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。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。

◆インターフェイス

右側面左側面

正面

■LaVie N  ソフトウェア
分類 利用目的 ソフトウェア名 LaVie N 分類 利用目的 ソフトウェア名 LaVie N

FeliCaを活用する

Webカメラを楽しむ

テレビ局のオリジナルガジェットを楽しむ

はがきをつくる

ラベルを作成する

家計簿をつける

携帯電話のメモリなどを管理する

病気やケガについて調べる

地図を見る

交通情報を検索する

電子書籍を読む

幼児が楽しく学べる

PDFファイルを表示する

一太郎やWordのファイルを見る

DocuWorks文書を閲覧する

パソコンの基本操作を学ぶ

Office 2007の基本操作を学ぶ

脳を鍛える

本格将棋を楽しむ

本格囲碁を楽しむ

本格麻雀を楽しむ

トランプゲームを楽しむ

好みに合わせて

デスクトップ環境を変える

パソコンを操作しやすくする

外出先からセーフコネクト／サーバに

アクセスする

ホームネットワークの設定を簡単に行う

利用シーンに応じて通信環境を切り換える

ワンタッチスタートボタンの設定をする

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

※LN530/RJシリーズのみ ※

OS

Javaアプリケーションを楽しむ

文書を作成する

表やグラフを作成する

電子メールやスケジュールの管理をする

プレゼンテーション用の資料を作成する

Microsoft®  Officeの活用方法を知る

プロバイダ入会・インターネット接続

ホームページを見る

ホームページを検索する

有害なホームページの閲覧を制限

（フィルタリング）

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

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

ぱそ楽ねっとを使う

やりたいことへ素早くアクセスする

やりたいことからソフトをさがす

ソフトを簡単にインストールする

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

個人情報の流出に備える

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

データや設定情報をバックアップ・復元する

再セットアップ用のディスクを作成する

古いPCから新しいPCへデータを移す

AVコンテンツを快適に楽しむ

　  DVDビデオを観る

　  音楽を再生する

　  音楽配信サービス（Mora）を利用する

　  ホームネット上でAVコンテンツを視聴する

画像を編集・加工する

DVDビデオを観る

動画を編集、DVDに保存する

DVD -RAMに動画を保存する

音楽の再生や曲の管理をする

携帯電話から取り込んだ

ワンセグ録画番組を再生、管理する

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

DVD/CDに音楽やデータを保存する

FeliCaを活用する

基本ソフト

インターネット

安心・便利

Windows ®  

Media Center

関連

AV関連

実用・趣味

◎：インストール済み　○：「インストール済み」、「ハードディスクに格納済み」を初回セットアップ時に選択可能　●：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。

能
機
加
追
Ｃ
Ｅ
Ｎ

Microsoft®  Office

Personal 2007 ＊2/

Microsoft®  Office

Personal 2007 with

Microsoft®  Office

PowerPoint ®  

2007 ＊2

スクリーンセーバーロック2

かんたん登録２

Qcam for NEC ◆

NHK時計 （青版）／ NHK時計 （木目調版）

News Gadget日テレ

TBS News -i ガジェット

ラフちゃんねる「ラフコット」

ラフちゃんねる「ラフくん時計」

テレ朝ガジェット

テレビ東京 あにてれがじぇっと

筆ぐるめ Ver.15 for NEC

ラベルマイティ セレクト2

てきぱき家計簿マム6

携帯マスターNX for NEC  ＊20

時事通信・家庭の医学・血液サラサラ健康事典

デジタル全国地図 its-mo Navi

（使用期間限定版） ＊21

駅すぱあと（Windows）  ＊22

乗換案内

駅探エクスプレス（使用期間限定版） ＊23

FlipViewer

旺文社「まいにちがたからもの」体験版

（使用期間限定版） ＊24

Adobe ®  Reader™

一太郎ビューア5.1

DocuWorks Viewer Light 6.2 日本語版

パソコンのいろは3 ◆

パソコンのいろは3 Office 2007編 ◆

脳力トレーナー

100万人のための金沢将棋レベル100

100万人のための囲碁

100万人のための麻雀

大富豪 Plus5

スタイルセレクター ◆

パソらく設定 ◆

セーフコネクト™／クライアント ◆

ホームネットサポーター ◆

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 ◆

DVD/CDパワースイ ッチ ◆

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 ◆

Windows Vista ®  Home Premium 

with Service Pack 1（SP1）正規版 ◆ ＊1

Java Runtime Environment （JRE） 6 ◆

Microsoft®  Office Word 2007

Microsoft®  Office Excel®  2007

Microsoft®  Office Outlook®  2007

Microsoft®  Office PowerPoint®  2007

※「Microsoft®  Office Personal 2007 with

　 Microsoft®  Office PowerPoint®  2007」のみ添付

Microsoft®  Office ナビ 2007

BIGLOBEで光ブロー ドバンド ◆ ＊3

Windows ®  Internet Explorer®  7 ◆

BIGLOBEツールバー ◆

Yahoo!ツールバー

JWord プラグイン

i-フィルター®  5.0（使用期間限定版） ＊4

Windows ®  メール ◆

Windows Live™ メール

Windows Live™ Messenger

Windows Live™ フォトギャラリー ＊5

Windows Live™ Writer

ぱそ楽ねっとガジェット ◆

おすすめメニューガジェット ◆

ソフトナビゲーター ◆

ソフトインストーラ ◆

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） ＊4＊6

マカフィー®・インターネットセキュリティスイート 

ベーシックエディション（使用期間限定版） ＊4

セキュアブレイン　フィッシュウォール ＊7

McAfee ®  SiteAdvisor™（使用期間限定版） ＊8

CyberSupport for NEC ◆

121ポップリンク ◆　

バックアップ・ユーティリティ ◆ ＊9

Roxio BackOnTrack Suite  ＊9＊10

再セットアップディスク作成ツール ◆ ＊9

Windows ®  転送ツール ◆

Windows ®  Media Center ◆

InterVideo®  WinDVD ®  for NEC ＊15

BeatJam Player for Windows Media Center  ＊11

Music Store Browser for Windows Media Center  ＊11

DiXiM Media Client for Media Center ◆

SmartPhoto ◆  ＊12

Corel®  Paint Shop Pro®  Photo XI

InterVideo®  WinDVD ®  for NEC＊15

DVD MovieWriter ®  for NEC Ver.5 ＊13＊14

DVD -MovieAlbumSE 4.5 CPRM for NEC  ＊15

Windows Media ®  Player 11 ◆ ＊16

BeatJam 2008 for NEC

SD -MobileImpact for NEC Ver.1.3 ＊17

DiXiM Media Server for NEC ◆ ＊18

Roxio Creator LJ

かざしてナビ for NEC

EdyViewer

SFCard Viewer2

eLIO D-URL

NFRM PC Viewer

シンプルログオン for NEC ＊19

パーソナルシェルター for NEC
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実用・趣味

学習・ゲーム

各種設定・

ユーティリティ

外部ディスプレイ端子

LANコネクタ

DCアダプタ

盗難防止用ロック

USBコネクタ

ExpressCardスロット

ワイヤレスLANスイッチ

USBコネクタ

ヘッドフォン端子トリプルメモリースロット

マイク端子

USBコネクタ
（パワーオフUSB充電機能付き）

DVD/CDドライブ

※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。　＊1：32ビット版、日本語版です。本製品にイン

ストールされているWindows Vista ®  Home Premium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。　＊2：Microsoft®  Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。本製品はマニュアルを添付しております。　＊3：紹

介用HTMLのみ。 　＊4：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。　＊5：本ソフトではMicrosoft®  SQL Server™ 2005 

Compact Editionを使用しています。  ＊6：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）。  ＊7：フィッシング対策機能をご利用いただける対応Webサイ トは、ホームページ（http://www.securebrain.co.jp/ 

products/phishwall/Case/index.html）をご覧ください。　＊8：本製品は30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。　＊9：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。バックアップはお客様の責任において行ってください。　＊10：インスタント

リストア機能をご利用いただく場合には、別途インストールが必要になります。　＊11：BeatJam 2008 for NECの機能を使用しています。　＊12：本ソフト

ではMicrosoft®  SQL Server™ 2005 Express Edition Service Pack 2 日本語版を使用しています。　＊13：HDV規格のビデオカメラからのキャプ

チャができます。　＊14：IEEE1394（DV）端子を搭載していないためUSBビデオクラスに対応したDVカメラをUSB端子に接続して映像を取り込みます。

お手持ちのビデオカメラがWindows Vista ® でUSBス トリーミング機能に対応しているかは、各メーカにご確認ください。　＊15：別途インターネット経由で

無償アップデートを行うことで、CPRMの著作権保護機能に対応することができます。 　＊16：DVDビデオの再生には「InterVideo®  WinDVD ®  for NEC」を

ご利用ください。　＊17：ご利用になるには、初回ご使用時にインターネットに接続してソフトウェアをダウンロードする必要があります。対応する携帯電話の

機種についてはホームページ（http://panasonic.jp/support/software/sdmi/connect/connect_1.html）をご覧ください。　＊18：PC本体内蔵の

Webカメラを利用した映像配信に対応しております。　＊19：PC本体内蔵のWebカメ ラを利用した顔認証機能に対応しています。　＊20：ご利用できる対

応ケーブルについてはホームページ（http://www.junglejapan.com/products/mobi/km/nx/cable.php）を、また対応する携帯電話の機種につい

てはホームページ（http://www.junglejapan.com/products/mobi/km/nx/search.php）をご覧ください。　＊21：本製品は60日間の使用期間限定

版になります。　＊22：2008年5月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表などは改訂される場合があります。１回のみ優待価格にてバー

ジョンアップを実施できます。　＊23：本製品は1ヵ月間の使用期間限定版になります。　＊24：本製品は15日間の使用期間限定版になります。

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） 

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用紙「エコリング」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。

※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。　※最新の情報はhttp://121ware.com/121cc/をご参照ください。

サポートサービスに関する重要なお知らせ

　

＊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。

｢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。

121ware.com｢サービス＆サポート｣ http://121ware.com/support/

5

NECがおすすめするWindows Vista
®

 Home Premium

Cat. NO. APC228 0808090011PKD このカタログの記載内容は2008年8月現在のものです。

詳細につきましては、ホームページをご覧ください。




