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NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

LaVie G［ラヴィ G］�

標準で約4.0時間＊1　のロングライフバッテリと約1.15kg
＊2
　の軽量ボディ�

モバイルノートに適した超低電圧版のCPUを採用するなど省電力化を図り、標
準バッテリでの駆動時間約4.0時間を実現。また、本体重量は約1.15kg＊2　とい
う軽量化に加え、薄さ約17mm＊3　、270（W）×222（D）mmのスリム＆コンパ
クト化も達成しました。タイプJなら、バッグに入れて持ち運んでもかさばらず、気
軽に持ち出すことができます。��
＊1：LG93JJ/D、LG93JJ/D-Pの場合。�
＊2：メモリ：256MB、ワイヤレスLAN：なし、バッテリ：バッテリパック（M）選択時。�
＊3：最薄部。�

802.11a/bデュアル対応ワイヤレスLANで�
外出先でも気軽にアクセス�

タイプJはIEEE802.11a（通信速度54Mbps）と、IEEE802.11b（通信速度11Mbps）
の両方に対応した802.11a/bデュアル対応ワイヤレスLANを選択可能。
IEEE802.11a/bどちらのワイヤレスLANアクセスサービスでも利用可能です＊１。
また、コンパクトフラッシュカードスロットを装備しているのでP-inやAirH"などの
通信カード（別売）を利用すれば、外出先でもインター
ネットにアクセス可能。さらに、有線LAN、モデムも
内蔵してますので、さまざまな通信環境にもフレキ
シブルに対応できます。��
＊1：別途契約が必要な場合があります。�
※ワイヤレスLAN搭載モデルは、「Wi-Fi（ワイファイ）」認定を取
得したワイヤレスLANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi」
認定を取得した機器と互換性があります。実際の接続に関しては、
電気通信事業法に基づき接続先が制限されています。接続確認
済み製品については、インターネットhttp://１２１ware.com/lavie/（各
シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。�
IEEE802.11aのWi-FiTM認証は現在申請中です。�

�
ACアダプタ不要の外付けマルチプレードライブ�

外付けマルチプレードライブ（CD-R/RW with 
DVD-ROM）を選択すれば、DVDの美しい映
像を手軽に見られるだけでなく、大切なデータ
の保存やオリジナルCD作成にCD-R/CD-
RWを利用することができます。USB2.0接続
に対応し、最大24倍速の高速CD-R書き込み
（バッファアンダーランエラー防止機能付き）が
可能です。�
�
多彩なメモリーカードが使える「4in1メモリーカードアダプタ」�

メモリースティック、SDメモリーカード、マルチメディ
アカード、スマートメディアの各種カードを利用可能
な「4in1メモリーカードアダプタ」＊1＊2を標準添付し
ました。コンパクトフラッシュカードスロットと合わせ、
外出先でのデータ交換やデジタルカメラ利用など、
幅広くご活用いただけます。��
＊1：本カードアダプタを標準添付しているタイプJでのみ動作する専用設計品です。�
他の機種では使用できません。�

＊2：マジックゲート  メモリースティックの著作権保護機能に対応しておりません。�
＊3：メモリースティックについての詳細は、右記のサイトをご覧ください。 http://www.memorystick.com�
SDメモリーカードに関するお問い合わせ先は、パナソニックお客様ご相談センター0120-878-365(受付：9:00～20:00)まで。
http://www.panasonic.co.jp/sd/
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TYPE  Jタイプ�

いつも、あなたと行動する�
高性能スマートモバイル�
薄型軽量ボディに、�
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TYPE Lタイプ�
楽しみ方いろいろ、初めてでも快適�
シルバースリムタイプ�
ツヤのあるメタリックなカラーと�

洗練されたスリムなスタイル。�

誰にでも使いやすい�

そんな安心感までも合わせ持った�

あらゆる可能性をつつみこんだ新しいLaVie。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

［シルバースリムタイプ］�

できることひろがる、充実の基本機能�

優れたパフォーマンスを発揮するモバ
イルインテル®  

   Pentium
®  
   ４プロセッサ

も選択可能。また、高速グラフィック
アクセラレータATI社製RADEONTM 
IGP340Mや、PC2100対応の高速
DDRメモリ搭載など高い性能であら
ゆる作業が快適。3つのUSBポート
装備で拡張性も充分です。�

Microsoft®  Windows®  XP Professional選択可能で�
利便性も進歩�

「Microsoft® Windows® XP Professional」が選択可能です。「Microsoft® 
Windows® XP Home Edition」の使いやすいユーザインターフェイスはそのまま
に、ネットワークの信頼性が強化されておりビジネスユースにも適しています。また、
リモートデスクトップ機能で、外出先からのアクセスも可能となり、さらに活用シー
ンが広がります。�

�
「スーパーシャインビュー液晶」採用で、画像もより色鮮やか�

「スーパーシャインビュー液晶」搭載
モデルを選択すれば、より輝きのある
色鮮やかな画面を楽しむことができます。
高輝度だから、画像も、より明るくクリ
アに表示。DVDビデオやデジタルカメ
ラの画像なども、ひときわ美しくお楽し
みいただけます。また、外光の反射を
抑える低反射処理を行っているので、
画面が見やすいのが特徴です。�

オリジナルCD作成もDVDも、�
あれこれ楽しめるマルチプレードライブ�

オリジナルCD作成やDVDの視聴が
楽しめる高速マルチプレードライブ（CD-
R/RW with DVD-ROM）を選択すれ
ば、好きな音楽を集めたオリジナル
CDを作成したり、デジタルカメラで撮っ
た写真を保存した電子アルバムを作
るなどして楽しめます。また映画などの
DVDビデオを見て楽しむこともできます。�
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※上の写真は15型ディスプレイノートパソコンですが、LG15HL/C、L15HL/C-Pは14.1型ディスプレイとなります。�

スーパーシャインビュー液晶搭載液晶搭載�スーパーシャインビュー液晶搭載�



本体外観�

「BeatJam for NEC」�

カラーリングも使いやすさも、�
やさしい感じが新しい�
ホワイト＆ブルーのコンビネーションカラーが新しい�

注目のノートパソコン�

いろいろなコトができて、親しみやすいノートです。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

TYPE Lタイプ�
［ホワイトスタンダードタイプ］�

はじめてでも安心して使える工夫がいっぱい�

パソコン学習ソフト「パソコンのいろはII」や電子
マニュアル「ぱそガイド」など、初めてパソコンを購
入した場合でもスムーズに使えます。パソコンの
準備や活用法を紹介した「DVDステーション」も
添付＊1　。インターネット利用時に不正アクセスから
パソコンを守る「PCGATE Personal Ver１.２」＊2　
が設定されており、ウィルスから守る「Norton 
AntiVirus 2003」＊2　も添付しているので安心して
始められます。�
�
＊1：マルチプレートドライブ選択時。�
＊2：全てのセキュリティを保証するものではありません。�

役立つソフトが充実で使う楽しみ広がる�

表計算ソフト「Excel」やワープロソ
フト「Word」などがセットになった
「Microsoft® Office XP Personal」
が選択可能。他にもはがき作成ソフ
ト「筆王」や交通情報検索「駅すぱ
あと」など多彩なソフトを添付。また、
パソコンで気軽に音楽CDを聴いた
り録音したりできる「BeatJam for 
NEC」で音楽の楽しみも広がります。�

カンタン機能で、はじめてでもやさしく使える�
パソコンが初めての方にも使いや
すい工夫が満載。キーボード奥にあ
るCD/DVDプレーヤボタンなら、そ
のボタンを押すだけでCDを聴いたり、
DVDを見たり＊できるなど操作もカン
タン。また、メールやインターネットな
どよく使う機能がすぐ立ち上がるワ
ンタッチスタートボタンなら電源オフ
からでも、やりたい事に直接つなが
り操作もスムーズです。�
�
＊：マルチプレードライブ選択時。�

印象的なホワイト＆ブルーの�
オシャレなボディカラー�

ホワイトとブルーのオシャレなカラーをまといました。丸みをおびたラウンドフォルム
に似合う、優しくナチュラルな色味で、パソコンをもっとスタイリッシュに使いたいと
いう方にもぴったりです。�
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TYPE Tタイプ�
映像で広がる、音響で響かせる、�
AVノートパソコンの新しい魅力�
TVのある部屋で録画した映像を自室でじっくり見る�

気になった音楽をどんどん取り込んで屋外で聞く�

そんな気ままに映像と音楽を�

楽しむスタイルを可能にします。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

�

TV映像＊1もハードウェア処理でより美しく�

ノートパソコンという限られたスペース
に「ハードウェアMPEG2リアルタイム
エンコーダ搭載TVボード」を内蔵した
ことで、見づらい映像のゆらぎやノイズ
を抑え、ハイクオリティなTV映像を実
現しました。また、放送中のTV番組を
一時停止させたり巻き戻したり、自在
な見方で楽しむことができます。多機
能リモコンも標準添付なので操作も
楽 ！々��
＊1：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。�

［SmartVision 2.0］�

DVDマルチドライブをご用意�

DVDマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW）
が選択可能。DVD-RAMならフロッピーディ
スクのようにデータの書き換えが手軽にで
きますので、TV番組はもちろん、VHSビデ
オなどのアナログ映像を、DVDに作成したり、
編集したデジタルビデオカメラの映像を書
き込んだりと、多彩に楽しめます。�

�
クリエイティブな用途にも活躍できる高性能マシン�

高性能CPU搭載により、高いレベルの処理能力
を有しています。さらに高速グラフィックアクセラレ
－タATI社製MOBILITYTM RADEONTM        7500を搭
載し優れた表現力、快適な2D、3D描画パフォー
マンスを実現。また、ビデオRAM（64bitDDRメモリ）
32MBを搭載しているので、動画などの大容量デー
タを処理する場合も、これまで以上にスピ－ディに
作業できます。�

AVパソコンならではのクリアで美しい画面�

「スーパーシャインビュー液晶」搭載モデ
ルを選択すれば明るく鮮明な画像で、TV
やDVDビデオ鑑賞などAV機能をとことん
お楽しみいただけます。また、高輝度かつ
色再現性に優れたナチュラルファイン液
晶搭載モデル（SXGA+）では、上下左右
各176度以上の広視野角ディスプレイを
用意。画面を斜めからでもクリアに見るこ
とができるので、自由な姿勢で楽しむこと
ができます。�

※8ページの「ご購入の前に」をあわせてご覧ください。　※DVD-RやDVD-RWに保存したビデオは、家庭用DVDプレーヤやDVD-ROM�
ドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤ、DVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、ディスクやプレーヤ�
の状態により再生できないことがあります。�
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TYPE Cタイプ�
先進のテクノロジーが�
集結したハイグレードマシン�
高い基本性能、優れたパフォーマンス、幅広い拡張性。�

さらに洗練された高級感あふれる�

本革風素材をまとったパームレスト部。�

あらゆる高性能と上質のデザインを兼ね備えた�

ハイグレードモデル。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP
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イジェクトスイッチ�

PCカードスロット×2

DCコネクタ�

盗難防止用ロック�

電話回線用モジュラコネクタ�

LANコネクタ�

外部ディスプレイ用コネクタ�

USB2.0コネクタ×4

IEEE1394コネクタ�
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デジタルカメラとの連携ももっと楽しくスムーズに�

「SDメモリーカード」と「メモリースティック」の両
方のメディアに対応できる新開発「デュアルメモリー
アダプタ」＊2＊3     を用意。デジタルカメラや携帯型オー
ディオプレーヤなど、各種AV機器との幅広い連
携が可能です。またCD-Rへの最大24倍速書き
込みが可能な高速マルチプレードライブ（CD-
R/RW with DVD-ROM）を選択すれば、オリジナ
ルCDの作成もスピーディにそしてカンタンに行え
ます。�
�

DVDマルチドライブも選べる！�
自分の録った映像で、オリジナルDVDの作成が楽しめる�

DVDマルチドライブまたはDVD-
R/RWドライブを選択すれば、DVD
も自在に楽しめます。デジタルビデ
オカメラで撮影した映像などを編集
して、オリジナルのDVDビデオを作
成し楽しむことができます。DVDへ
の 保 存も「 U l e a d ®D V D  
MovieWriterTM for NEC」を使えば
簡単なステップで行うことができます。
また、DVDマルチドライブなら、DVD-
RAMへフロッピーディスクのようにデータの書き換えが簡単に行え、しかも大容量
のデータ保存ができます。��
※DVD-RやDVD-RWに保存したビデオは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVD
プレーヤ、DVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、ディスクやプレーヤの状態により再生できないことがあります。�

�
色再現性に優れ、自然な発色の「ナチュラルファイン液晶」�

高輝度かつ色再現性に優れた「ナチュ
ラルファイン液晶」を採用。＊3　高コントラ
ストなので映画の暗いシーンやデジカメ
画像でも黒がつぶれたり白っぽく浮い
たりせずくっきり表示できます。また、
UXGAまたはSXGA+の高精細かつ、
上下左右各１７６度以上の広視野角な
ので、あらゆる作業も自由な姿勢で快
適に行えます。��
＊1：UXGA：LG20SS/LID、LG20SS/UD-Pに搭載　�
＊2：SXGA+：LG18SS/GD、LG18SS/GD-Pに搭載�
＊3：LG18SS/D、LG18SS/D-Pを除く�

家中どこでも気軽にワイヤレス＆ブロードバンド�
ワイヤレス（IEEE802.11b）を選択すれば有線との２種類のLAN機能で、家庭内
のワイヤレス環境も用途に応じてより柔軟に構築できます。またホームネット簡単
設定ツール＊1を使えば、複数のパソコンやプリンタとのネットワーク構築も簡単に
行えます。また、ワイヤレスLANのアンテナはLCD上部にあるので感度も抜群、ブ
ロードバンドも快適です。��
＊1：有線LANにおける設定のみサポート。（ワイヤレスLANの設定はサポートしていません。）�

高速グラフィックアクセラレータ�
「MOBILITYTM　 RADEONTM  

   9000」搭載�

Microsoft® 
  DirectX

® 
  8.1をハードウェアでフルサポートした高

速グラフィックアクセラレータATI社製「MOBIL ITYTM

RADEONTM 
     9000」を搭載。ビデオRAMも64MBもしくは

32MBを搭載しているので3Dゲームなどの高度な画像処理
を必要とするアプリケーションも快適に動作します。�

＊1：メモリースティックにつきまして、詳しくは下記
のサイトをご覧ください。�

      http://www.memorystick.com�
SDメモリーカードに関するお問い合わせは、�
パナソニックお客様ご相談センター�
０１２０-８７８-３６５（受付：９：００～２０：００）まで。
　http://www.panasonic.co.jp/sd/�

＊2：音楽CDから取り込んだ著作権保護されている音
楽データには「SDメモリーカード」をご使用ください。�

＊3：マジックゲート メモリースティックの著作権保
護機能には対応しておりません。�

デュアルメモリーアダプタ�

メモリースティック�

SDメモリーカード�

＊1



本体外観�

TYPE Nタイプ�
いつもそばに置きたくなる、�
色もカタチもかわいいプチノート�
このコンパクトさ、このカラーリング、このデザイン。�

そして楽しく始められる工夫もいっぱい。�

タイプNは使うたびに気持ちよく表情をやわらげてくれる。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

持ち歩いても、�
机の上でもいつだってコンパクト�

タイプNは、ナチュラル＆ニュートラル。
親しみやすいラウンドフォルムに、陶
器のようなツヤのあるホワイトが優し
い印象です。女性の小さな手にもな
じみやすいB５ファイルサイズだから
家の中を気軽に持ち歩くことができ、
テラスやキッチンなど好きな場所で使っ
ていただけます。コンパクトサイズだ
からテーブルなどで使用する時も机
上のスペースを広く使えます。�

初めてでも安心.�
楽しみながらパソコンに親しめる�

パソコンの簡単な操作を教えてくれ
る「パソコンのいろはII」の添付など、
パソコン初心者の方にも嬉しい配
慮がたっぷり。また、ボタンを押すだ
けで、機能が立ち上がるワンタッチ
スタートボタン搭載でメールやインター
ネットがスムーズに使えます。パソコ
ン本体のデザインと同様、ホワイト
がオシャレかつコンパクトなミニマウ
スが選択可能です。�

使わない時も�
すっきりしまえる縦置き収納�

小さなプチノートのフォルムを生かして、
縦置き収納を実現しました。インテリ
アとしての要素も備えたオシャレなフ
レームスタンドで、本体に配線をつな
いだままでも、すっきりとしまえます。
パソコン本体の裏面にもカバーがつ
いているから、裏から見てもとっても
スマート。使う時も収納時もいつだっ
てスタイリッシュ＆コンパクトにご利
用いただけます。�

プチだけど、�
楽しいコトはもりだくさん�

マルチプレードライブ（CD-R/RW 
with DVD-ROM）と、ステレオスピー
カ搭載で、DVDやCDの視聴が楽し
めます。操作もキーボード奥の
CD/DVDボタンを押すだけ。また、
TV-OUT端子を家庭用TVの大きな
画面につないでDVDビデオを見るこ
ともできます。その他、CDを作成し
たり、はがきをデザインするなどいろ
いろな楽しみ方ができます。�

正面�

NXパッド�

スピーカ�
電源スイッチ�

ワンタッチスタートボタン�

CD/DVDプレーヤボタン�

ワイヤレスLANスイッチ�
（ワイヤレスLANモデル）�

表示ランプ� スピーカ�

液晶ディスプレイ�

背面�

右側面�

左側面�

IEEE1394コネクタ×2

音量調節つまみ�

PCカードスロット×2

マルチプレードライブ�
（CD-R/RW with DVD-ROM）�

LANコネクタ�

電話回線用�
モジュラコネクタ�

外部ディスプレイ用コネクタ�

映像出力端子�

ヘッドフォン/オーディオ/�
光デジタルオーディオ�
（S/PDIF）出力端子�

盗難防止用ロック�

外部マイクロフォン端子�

DCコネクタ�

USB2.0コネクタ×3
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TYPE Fタイプ�

家族一人ひとりのユーザ設定は、�
「ファミリーチャンネルスイッチ」でカンタン切り替え�

家族一人ひとりのユーザ設定は、「ファミリーチャンネルスイッチ」のワンクリッ
クで切り替えられるので、家族の使い分けがカンタン。また、ログオンしていない
家族に届いたメールも、アイコンについたメールマークが点滅＊するのでカンタ
ンに確認できます。�

お子さまの教育に役立つ機能とソフトが付いてくる�

ひとつの画面で、家族に必要な情報が�
ひと目でわかる「ファミリーウィンドウ」�

家族の予定表や掲示板、
その日の天気・占い・ニュー
スなど、みんなの知りたい情
報を、ひとつのウィンドウに
まとめて表示できるのが「ファ
ミリーウィンドウ」。左のウィ
ンドウには、家族のスケジュー
ルや家族にあてたメッセー
ジを。右のウィンドウには、
10種類以上の多彩な情報
パーツ＊を自由に組み合わせて表示できます。家族の大切な情報を、これからは
みんなで共有できます。�

声と表情がリアルに伝わる�
テレビ電話で、楽しくコミュニケーション�

インターネットを使ってテレビ電話が楽し
める、USBカメラとスタンドマイクを標準
添付。お互いが相手の映像を見ながら
話せるので、遠くに住む家族や親戚、友
だちとのいっそう身近なコミュニケーショ
ンが実現します。�

家族の一台、見つけた�
パソコンが4台あるみたい�
遊びも、勉強も、趣味も�

楽しさいっぱいの家族新生活は、�

このパソコンを中心に�

広がっていきます。�

�

本体外観�

パパ� ママ�

ワタシ� ボク�

背面�

右側面�

左側面�

正面�

ワンタッチスタートボタン�

CD/DVDプレーヤボタン�

ワイヤレススイッチ�
（ワイヤレスモデルのみ）�

表示ランプ�

電源スイッチ�

スピーカ�

NXパッド�

ヘッドフォン/オーディオ�
出力端子�

外部マイクロファン端子�

表示ランプ�

音量調節つまみ�

スピーカ�

液晶ディスプレイ�

フロッピーディスクドライブ�マルチプレードライブ�
（CD-R/RW with DVD-ROM）�

PCカードスロット×2

LANコネクタ�

電話回線用モジュラコネクタ�

IEEE1394コネクタ�

S映像出力端子�

USBコネクタ×2

盗難防止用ロック�

シリアルコネクタ�

外部ディスプレイ用コネクタ�

パラレルコネクタ�

DCコネクタ�

USBコネクタ�

学校のパソコンとのデータのやりとりに便利な、フロッピー
ディスクドライブを本体に内蔵。また、勉強の基礎・基本を
しっかり学べる教育ソフト「ケンチャコ大冒険シリーズ」（新
学習指導要領対応）などを添付＊。キャラクターのケンやチャ
コといっしょに学習問題をクリアしていけるので、お子様
ひとりでも楽しく勉強できます。�

＊：インターネットにアクセスできる環境が必要です。「BIGLOBEカフェ会員」になると、10種類以上の情報パーツがご利用になれます。�
　 未加入の場合は、あらかじめ設定されている情報のみのご利用になります。パーツの種類は変更する可能性があります。�

＊：「ファミリーソフトDVD」に含まれます。ようちえん、小学校1～6年生のうち任意の2学年分まで無償で使用可能。3学年目以降
はキー購入の必要があります。�

※ソフトウェアによっては、複数ユーザの同時使用はできません。�
＊：30秒間点滅し、その後は点灯になります。�

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP



http://121ware.com/store/

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-3768-2337（通話料はお客様負担となります）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。 ※購入後相談は、お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。�

※Internet Explorer ４.０１SP２以上（Macintosh版を除く）、Netscape Communicator ４.７以上が必要です。�

受付時間：［購入相談、購入後相談］… 9：00～17：00（祝日を除く）  ［修理相談］… 24時間365日（システムメンテナンス時を除く）�

フリーコール 0120－977－121

［NEC PCクリーンスポット］�

インターネットからの不正アクセスやハッキング、ウイルスからパソコンを守るためのソフトウェ
アとして「Norton AntiVirus 2003」、「PCGATE Personal Ver1.2」を添付しています。�
※「Norton AntiVirus 2003」と「PCGATE Personal Ver1.2」は、全てのセキュリティを保証するものではありません。�

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
行うことができます。面倒なCDの出し入れなどは不要です。�

ウイルス対策などセキュリティ面も強化�

NEC PCクリーンスポットは、NECの総合パソコンサポート施設で
す。専門知識を身につけたスタッフがお客様と個別対応の相談、
操作指導を行います。また修理（持ち込み／引き取り）などを受け
付けております。�

もしもの時の再セットアップも簡単に�

安心・快適に使うために� お客様とフェイス トゥ フェイスで！�

［ワントゥワンウェア］  http://121ware.com

NECの［ワントゥワンウェア］は、パソコンと
関連商品に関するさまざまな「情報・サー
ビス」をお客様一人ひとりに合わせてタイ
ムリーに提供します。�

あなただけのパソコンライフをサポート�

［121パーソナルアドバイザ・サービス］（有償）�

あなたのパソコン専任アドバイザがかかり
つけの相談役として、もしもの時にも迅速
に対応します。（有償）�

何でも聞ける専属コーチ�

［ワントゥワンアットストア］�

あなたのニーズに合わせたパソコンや関連
商品をインターネットや、電話&FAXでご購
入いただけます。�

Webストアで2 4時間いつでもショッピング�

［NEC 121コンタクトセンター］電話相談（無償）�

ご購入の相談、ご購入後の技術相談、故
障診断・修理受付相談などの電話による
お問い合わせを無償にて受け付けています。�

電話での商品に関するお問い合わせ� 購入相談・技術相談�
故障診断・修理受付�

URL　http://121ware.com/121pa/�
E-mail　support@121pa.jp.nec.com

※再セットアップ用データはハードディスクに保存されています。このデータを市販のCD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROMを作成するこ
ともできます。�

下記にて再セットアップ用CD-ROM（バックアップCD-ROM）を販売しています。�
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター  http://nx-media.ssnet.co.jp

■ハードディスク内の再セットアップ用データを破損および誤って消去した場合などは…�

このカタログは、環境にやさしい�
大豆油インキを使用しています。�

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、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。 ★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。 ★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ★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。 
★商品写真の大きさは同比率ではありません。 ★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。�

商品の最新情報を下記で提供しています。�
インターネット：121ware.com（http://121ware.com）�
NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。�
NEC 121コンタクトセンター  フリーコール 0120－977－121  受付時間9：00～17：00（祝日を除く）�
※携帯電話、ＰＨＳなどフリーコールがご利用できないお客様は右記電話番号へおかけください。03 –3768 –2337（通話料はお客様負担）�
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。  ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。�

プレミアムサービス（有償） フリーコール 0120－933－121�
【内容】２４時間３６５日（システムメンテナンス時を除く）ご利用可能な電話相談サービスを有償でご提供いたします。�
※携帯電話、ＰＨＳなどフリーコールがご利用できないお客様は右記電話番号へおかけください。03 –5753 –0287（通話料はお客様負担）�
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。  ※お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。　※プレミアムサービスは、お問い�
合わせ1件あたり、一定の料金を申し受けております。　※最新のサービス内容・ご利用料金の詳細については、http://121ware.com/121cc/をご覧ください。�

このカタログは、 再生紙を�
使用しています。� Cat. No. APC113

カタログ記載内容は�
２００3年1月現在のものです�2003.1

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。�

NEC（NECソリューションズ）　〒１０８－８００１ 東京都港区芝五丁目７－１（NEC本社ビル）�
NECカスタマックス　〒１０８－００１４ 東京都港区芝五丁目３３－１（森永プラザビル）�

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECカスタムテクニカ株式会社が製造しております。�

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。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・使用済商品の引き取り等に要する費用は、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。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。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。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後７年です。�

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データ等）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスク等）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等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。�

お客様が作成されたデータの�
保存に関するご注意事項�
�

■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、複製元の媒体等について、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、複製等に
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。●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。�

■他社製デジタルビデオカメラの連携について�
●IEEE１３９４インターフェイスを装備したLaVieと他社製デジタルビデオカメラの連携は、
機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネッ
ト http://１２１ware.com/lavie/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。 

ご購入の前に�

■このカタログに記載の標準価格､仕様等の内容は２００3年1月現在のものです｡●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭用／SOHO用です。●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のであらかじめご了承ください。●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｡●パソコン本体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｡●パソコン本体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､デジタルカメラ等､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｡ ●当社製周辺機器および各種OSの使用可否､使用条件については､販売店にてご確認ください｡ ●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｡●固定ディスク容量は､１GBを１０億バイトで計算した場合の数値です。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。●本機に標準インストールされているOSの別売パッケージを､インストールおよび利用することはできません｡●テレビ放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴース
トなど電波障害が強いところでは、データ放送の受信ができない場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。またケーブルテレビをご利用の場合は、
ADAMS等のデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。●お客様が録画､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｡●本機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
合では､本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です｡●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。●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、損害等が発生した場合、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。●プリインストールおよび、添
付ソフト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。●本機に装備されている各種インター
フェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件につ
いて販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本製品には、消耗部品（LCD、CD-ROM、HDD等）が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては、
早期に部品交換が必要になります。●パソコンを廃棄または譲渡する際に、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、ハードディスクに記録された全データをお
客様の責任において消去していただくことが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをおすすめいたします。詳細
は、http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.htmlをご参照ください。�

インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴは、Intel Corporationの商標または登録商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Duron、ならびにその組み合わせは、
Advanced Micro Devices,Inc.の商標または登録商標です。 Microsoft、MS-DOS、Windows、Officeロゴ、Outlook、Bookshelf、DirectX、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。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。　�

環境配慮事項�

本製品は全機種、グリーン購入法における「判断の基準」（必須項目：エネルギー消費効率）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。�

本製品は全機種、JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準（２００２年度版）を
満たしています。詳細は、http://www.jeita.or.jp/をご覧ください。�

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ
ルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。�

下記情報の詳細については、http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal/をご覧ください。�

グリーン購入法�

PCグリーンラベル�

リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。�
詳細は、http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/indes_denchi.htmlをご覧ください。�

バッテリのリサイクル�

国際エネルギースタープログラム�

かんたん・おとくなブロードバンドなら�


