


楽しみ方で選べる�
5種類のバリュースター�

写真はVT800J/5FD　※ハメコミ画面はイメージです。�

デジタルビデオ編集やオリジナルCD、MD作成など、�
クリエイティブごころを満たすモデルです。�

スマートにテレビを見る、録画する、デジタルビデオ�
編集や音楽を楽しむ。AV機能満載のモデルです。�

バ リ ュ ー ス タ ー な ら 、T V の 楽 し み 方 が 変 わ る 、
“パソコンでTV”、それは単に番組を見るということにとどまらず、普通のTVではできない便利で楽しいことをいろいろ実現してくれます。�

こんどのバリュースターは、TVをもっと楽しめるラインアップを豊富に用意しました。�

たとえば、スポーツ番組での決定的瞬間やドラマの感動的な場面をもう一度じっくり見たい。�

クライマックスに突然の来客、ここで放送が一時停止してくれたら…。録画中に帰宅しても今すぐ最初から見たい。�

こんな願いをみんなかなえてくれます。パソコンとTVの新しい関係は、バリュースターから始まります。�
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お客様一人一人にNo.1の商品を提案していきたい�
という思いを「一」に表したシンボルデザインです。�



便利で楽しいTVライフが満喫できる身近なCRTモデル。�
インターネットもメールもバッチリ。�

インターネットやメール、ワープロに表計算。�
デジタルライフが気軽に始められるモデルです。�

暮らしの中に自然に溶けこむ、ナチュラルで�
シンプルなデザインが魅力のモデルです。�

、ひ ろ が る 。�

8�
ページ�

10�
ページ�

12�
ページ�

TVTVTV

3



創 ろ う 、残 そ う 。デ ジ タ ル 作 品 。�

メール着信ランプ� オリジナルCD作成�インターネット� はがき作成� 動画編集� DVD

〒�

Eメール� オリジナルMD作成�

CD MD

iモード連携�MP3デジカメ連携�
ワンタッチ�
スタートボタン� ワイヤレス� シンプルケーブル�

アイコンについての説明は14～19ページをご覧ください。�機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。�

作れる� あそべる�つながる� 便利な機能�
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※ハメコミ画面はイメージです。�

インターネット無料体験�

TRY



パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載�

大量のデータ転送がスムーズにでき、�

デジタルビデオカメラで撮った動画�

の取り込みに威力を発揮します。�

取り込んだ動画は編集ソフト「Ulead 

V i deoS tud i o」で自分なりのストー�

リーに編集できます。編集過程で場面の�

転換効果やタイトル、音声、音楽などを�

工夫して多彩に楽しむことができます。

（VC866J/5を除く）�

話題のMP3をはじめ、WaveやMIDIなど、多彩な�

音楽ファイル形式が再生できます。�

オーディオシステムコンポを操る感覚で楽しめ

る音楽ソフト「Jet-Audio Player」を添付。反響

やワイドなどの多彩な音響効果を設定することができます。�

CD-R/RWドライブ（CD-R書き込み8倍速※）を標�

準搭載。添付のCD-R/RW書き込みソフト「DirectCD」

を使えば、フロッピーディスク感覚で手軽に使え�

ます。CD-R/RWはフロッピーディスク約500枚�

分の大容量。フロッピーディスクでは入りきらな�

かったデータも楽々保存できます。�

光デジタルオーディオ

端子を標準で装備。市販

のMDレコーダと接続す

れば、音楽ファイルを

MDにデジタル録音する

ことができます。�

C  1994-1999 COWON �
     Systems, Inc. �
　　All Rights Reserved.

※MDレコーダはサンプリングレート48KHz対応のものをお使いください。※MDレコーダ、デジタルビデオカメラは機種により対応していない場合があります。※お客様が録音・録画したものは個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、著作者に無断で使用する
ことはできません。�

写真のMDレコーダは、MD-MT66（シャープ：別売）�
シャープお買物ご相談窓口 エコーライン�

フリーダイヤル：0120-078178（9：00～18：00）�
（日曜・祝日と年末年始等は除く）�

写真のヘッドフォンは、SE-M870�
（パイオニア：別売）です。�

映 像 を 編 集 す る �

コンパクトでワイヤレス�

音 楽 を 楽 し む �

オリジナルCDが創れる、さらにDVDも楽しめる�

音 楽 を M D に デ ジ タ ル 録 音 �

デジタルビデオやデジタルミュージックなどをオリジナル作品に。�

IEEE1394端子の標準装備で、�
デジタルビデオカメラの動画取り込みもスムーズ。�

編集ソフトでオリジナル作品にまとめてみよう。�

MP3でデジタルミュージック。�

自分だけのソングリストで楽しもう！�

編集した作品をオリジナルCDに！�

お気に入りの曲を集めて、�
世界中どこにもないCDを。�

結婚式などの思い出を集めてCDに。�

CD-R/RW with DVD-ROMドライブ搭載�

のVC800J/5FDなら映画や音楽などの多�

彩なDVDビデオタイトルが楽しめます。�

�

ワイヤレスで使いやすい＆使わないときはコンパクトに収納。�

自分だけの音楽アルバム。�

アイデアしだいでこんな楽しいCDも作れます！�

思い出のビデオライブラリー。�

キーボードもマウスも、ケーブルが邪魔にならずに使いやすいワイヤ�

レス。さらに、テンキーが付いていながらコンパクトなキーボードを�

採用しました。�

VC866J/5では、Windows®2000 Professional�
をインストール。LANインターフェイスも標準�
装備。�

拡張性も優れています。�

Windows®2000 Professional�
インストールモデルもご用意。�

コンパクトながらPCIスロットの空きは2スロット。※�

家庭内LANやケーブルテレビなどが行っている高速イ�
ンターネットに必要なLANボードを増設しても、1ス�
ロット空いています。�

創る�

コンパクト�

※DVDビデオタイトルによっては再生できない場合があります。�

（※VC866J/5は1スロットLANボード標準搭載済み）�

使わない時はキーボードを液晶�
ディスプレイの下にしまって、�
さらに省スペース。�

※Windows®2000 Professional搭載モデルもご用意。�

編集�
する�
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撮りためてたビデオもすてきな作品に！�

DVDビデオタイトルも楽しめる。※�

拡張ボードのドライバ組み込みなど、フロッピーディスクを必要とされる�
お客様の為に、お申し込みいただいたお客様へもれなくフロッピーディスク�
ユニットをプレゼントいたします（2001年3月31日まで。プレゼントは�
お申し込み後、NECより後日発送）。22ページもあわせてご覧ください。�

※VC800J/5FDは4倍速�

別売のカラーインクジェットプリンタ「PICTY�
860」なら、プリンタを本体に接続することで必�
要な設定も自動的に行います。また、PICTYに添�
付のソフト「らくちんプリント for PICTY」で、�
CDレーベルの印刷も簡単にできてしまいます。�

レーベルを印刷しよう！PICTYならラクラク！�

※デジタルビデオカメラの動作確認済み機種についてはインターネット�
　121ware.com（http://121ware.com）で情報提供をしております。�



デ ジ タ ル 編 集 に こ だ わ る 、A V を 楽 し む 。�
�

TV機能�

アイコンについての説明は14～19ページをご覧ください。�機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。�

音声認識�DVD iモード連携�MP3 ワイヤレス� シンプルケーブル�メール着信ランプ� オリジナルCD作成�インターネット� はがき作成� 動画編集�

〒�

Eメール� オリジナルMD作成�

CD MD
ワンタッチ�
スタートボタン�

作れる� あそべる�つながる� 便利な機能�

サラウンドスピーカシステム�
（5.1チャンネル対応）�
 標準添付モデル　�
 VT800J/5FD4

リアスピーカ、ウーハ、�
スピーカ用リモコンも標準添付�

new
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インターネット無料体験�
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デジカメ連携�

※ハメコミ画面はイメージです。�



�

�

録画したビデオや動画・静

止画ファイルなど、それぞ

れに対応したアプリケー

ションを探す必要はあり

ません。「SmartGallery」

ならサムネイルを選択す

ればOKです。�

明るさが1.7倍以上＊6に向上し、肌の色や木々の緑なども鮮やかに表示される映像鑑賞

モード“V-MODE”を標準装備。�

動画部分のみを高輝度で表示できるモードも新たに装備。ワープロや表計算をする一方

で同時にTVやDVDを鮮やかな画面で楽しめます。�

作 成 し た ビ デ オ 映 像

（MPEG2ファイル＊9）に�

メニューボタンを追加すれ

ばDVDビデオのような作品

もつくれます。再生は専用

ソフト「Jet-Audio Player＊4」

でいつでもOK!

選んだサムネイルから、

「Ulead VideoStudio」が起

動できます。�

スマートに映像を見る�

T V の 録 画 予 約 も ス ム ー ズ �

TV番組、音楽、ホームページ、画像、動画など、様々な種類のデータも「SmartGallery」ひとつでスマートにチェック。サムネイル（一覧）表示＊8するので、�

目的の見たいデータがスムーズに見つけられます。また、「スポーツ」、「ドラマ」などのジャンルや日時などからも検索できる便利な機能も付いています。�

スマートに映像を編集する�

DVDのような作品にもできる。�

SmartGallery

＊１：テレビ局から放送される情報（Ｗｅｂデータ）は無料です。＊２：番組情報を入手するには、テレビ朝日系列の放送を受信する必要があります。また、一部、番組情報が提供されない場合があります。＊３：ケーブルＴＶ経由での接続時には使用できない場合が
あります。＊４：家庭用DVDプレーヤでは再生できません。＊５：録画と再生を同時に行う再生機能時には他のアプリケーションは使用できません。＊６：通常モードの最高輝度と比較した場合。＊７：録画時間は、映像の内容によって前後する場合があります。
＊8：一部動画ファイルのサムネイル表示は、静止画ファイルへ出力後に取りこむ必要があります。＊9：「Ulead VideoStudio Version4.0」で「DVDit!」用に保存したMPEG2形式ファイルのみです。 �
 【映像関連機能】TVチューナ：音声多重対応。受信チャンネル：VHF（１～12ch）、UHF（13～62ch）。データ放送受信：地上波データ放送（bitcast、ADAMS）、文字多重放送。映像合成表示機能：DirectShow™により任意のサイズで合成表示可能�
（全画面表示可能）。ただしbitcastブラウザ使用時は240×180ドット以上（縦横比3:4固定）。テレビ録画機能：MPEG2の場合は、320×480ドット/6.2Mbps、MPEG1の場合は2Mbpsです。�

■通常の輝度の場合� ■V-MODE2�
動画表示しているウィンドウ�
部分のみ明るく表示�

サラウンドスピーカシステムのイメージ図�

■V-MODE1�
画面全体を明るく表示�

よ り 美 し い 映 像 の た め に �

サブウーファ�
フロントスピーカ�フロントスピーカ�

リアスピーカ�リアスピーカ�

センタスピーカ�

デコーダ�
まるで気分はミニシアター！�

放送中の番組に対しても「一時停止」、「巻き戻し」、�

「追っかけ再生」などの豊富な再生＊5が可能です。�

■巻き戻し機能�

■追っかけ再生�

「今見たシーンをもう一度見たい！」こんな願いもすぐに�
かなえられます。�

録画の終了を待たなくても、録画しながら番組の最初から�
再生できます。時間のムダも解消できる、うれしい機能です。�

「見る」、「聴く」、「創る」。創造力がふくらむ世界へスマートに！�

TVをもっと面白く、AVの世界をより楽しく。�

豊富な再生機能でTVの�
一歩先ゆく面白さを満喫。�

※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。�

SmartVision/TV

SmartVision/EPG

Ulead VideoStudio

DVDit!

（詳しくは15ページをご覧ください。）�

外出先からでもiモードで�

録画予約ができるから、�

見たい番組を逃しません。�

あ ふ れ る 臨 場 感 �豊富なTV再生機能を活用する�

面倒な番組の録画予約もこれならバッチリ！�

鮮やかな画面に、ワンタッチで。�

利用シーンで選べる2種類のV-MODE。�

あらかじめ設定した時間になると自動的に�
BIGLOBEへアク�
セスしてiモード�
で送った録画予�
約を確認し予約�
をセットします。�

自宅で自動的にセット完了�
これで安心して、�
後からゆっくり�
見ることができ�
ます。�

見たい番組を見逃しません�

「しまった。今日はあのドラマの�
最終回だった！」…大切なTV番組�
があるのをうっかり忘れていて、�
外出先で思いだした。そんな経�
験はありませんか？でも、これか�
らは大丈夫。iモードから自宅の�
パソコンに録画予約ができます。�

外出先から予約�

■シンプル�

タイムアジャスト機能で番組表に沿った通りに録画。�■正　　確�

録画形式として高画質なMPEG2を採用。最長約18時�
間30分＊7の録画が可能。�

■キ レ イ �
出演者やジャンルから録画したい番組を検索可能。＊1■便　　利�

新聞のテレビ欄から選ぶような感覚で予約。＊1＊2＊3�

あらかじめ設定しておけば、番組表を自動的に�
入手することも可能です。�

iモードからの�
予約も可能�

1 2 3

スマートに�

楽しむ�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載�
7

C  1999 Ulead Systems,Inc.�
    All Rights Reserved.

C  Sonic Solutions Inc.�
    All Rights Reserved.

BIGLOBEに入会すれば�

詳細は18ページ�
をご覧ください。�

大画面テレビに出力できるTV-OUT端子、通常のヘッドフォン�
でサラウンドを楽しめるドルビー※ヘッドフォン機能も装備。�

ハイブリッドフラットパネルスピーカ採用［VT800J/5FD］�

サラウンドスピーカシステム（5.1チャンネル対応）採用�

その他にもサウンドを楽しむ機能満載�

低音域の音楽を向上させるため、2way方式を採用。更なる�
高音質を実現しました。�

立体的な音場空間を実現。溢れる臨場感で映画などを味わう�
ことができます。�

   ［VT800J/5FD4］�

拡張ボードのドライバ組み込みなど、フロッピーディスクを必要とされる�
お客様の為に、お申し込みいただいたお客様へもれなくフロッピーディスク�
ユニットをプレゼントいたします（2001年3月31日まで。プレゼントは�
お申し込み後、NECより後日発送）。22ページもあわせてご覧ください。�

�



面 白 さ 新 発 見。あ た ら し い T V 生 活。�

アイコンについての説明は14～19ページをご覧ください。�機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。�

メール着信ランプ� オリジナルCD作成�インターネット� はがき作成� DVD

〒�

Eメール�

CD
iモード連携�MP3デジカメ連携�

ワンタッチ�
スタートボタン�

作れる� あそべる�つながる�

※ハメコミ画面はイメージです。�

TV機能� 音声認識�

便利な機能�
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�

新聞のテレビ欄を見るように録

画したい番組が選択できるソフ

ト「SmartVision/EPG」を添付。

番組名だけでなく「スポーツ」、

「ドラマ」などのジャンルや主な

出演者の氏名からも番組を検索

できます。＊1＊2

録画データ形式は高画質なMPEG2を採用（最長約18時間40分＊3）。

さらに、タイムアジャスト機能（自動時刻合わせ機能）で番組表に沿っ

た正確な録画ができます。�

「一時停止機能」、「巻き戻し機能」、「追っかけ再生機能」など、従来の

TVではできなかった便利な再生機能＊7を標準搭載。感動シーンや決

定的瞬間なども思う存分楽しめます。�

番 組 表 に 沿 っ た 正 確 な 録 画 �

豊 富 な T V 再 生 機 能 �

地上波データ放送（bitcast＊4、ADAMS）や

文字放送を使って、番組関連のデータや�

ニュースなどの最新情報をすばやくキャッチ。＊5

デジタルカメラで撮ったデータが入ったコンパク
トフラッシュ※やスマートメディア※をPCカード
アダプタ※に入れてスムーズに取り込めます。�

インターネットも買ってすぐに体験することがで
きます。パソコンを起動し、キーボード上のインター
ネット対応ボタンを押せば＊8、インターネットを無
料体験※することができます。�

高音質の外付けステレオスピーカを標準添付。�

メール対応ボタンを押
せば、手軽にメールの送
受信ができます。また、�
メールが届くと、着信ラ
ンプが点灯して教えて
くれます。�

ひとつをデジタルカメラからの画像の取り込みに
使っても、もうひとつのスロットで別売オプション
の「デジタルビデオ編集カードセット」などが使え、
活用シーンに幅がでます。�

T V を 見 な が ら 情 報 を 入 手 �

パソコンならではの便利な機能でTVをもっと楽しく見よう！�

使いやすさを優先した先進機能＆装備。�

高画質、迫力あるサウンドのDVDビデオが楽しめる。�

�

ス ム ー ズ な T V 録 画 予 約 �

D V D ビ デ オ を 楽 し む �

iモードからの予約も可能［SmartVision TV録画予約サービス］�
iモードで外出先からでもTV番組の予約録画ができます。大事な番組�

の録画を忘れて外出しても、もう大丈夫。�

映画や音楽など多彩なDVDビデオタイトルが楽しめます。＊6�

キーボードのCD/DVDプレーヤボタンで操作もとってもシンプルです。�

蓄積情報� Webデータ�

TV画面�

撮った写真もスムーズに取り込む� インターネット、メールもスムーズ� コ ン パ ク ト キ ー ボ ー ド �

高 音 質 ス テ レ オ ス ピ ー カ �

目 に や さ し い �

創 れ る 、見 ら れ る �

PCカードスロットが２スロット。�
だから便利さがちがいます。�

PCカードスロットで楽しい�
写真もすぐにチェック。�

※本商品には添付されておりません。別売の市販品をお買い求めください。�

インターネットももちろん、�
気軽に始められます。�

プロバイダに入会したら、ボタンを�
押すだけでメールが始められます。�

VE866J/57D、VE800J/57Dでは、CDも創れる、�
DVDも見られるCD-R/RＷ with DVD-ROMを標準�
搭載しています。�

VE866J/57Dでは、目の疲れを軽�
減するフルフラットダイヤモンド�
トロン®NF管を採用。�

コンパクトなテンキー付きキーボードを採用。�
スペースを有効に活用できます。�

フルフラット�
ダイヤモンドトロン�
NF®管を採用。�

（詳しくは15ページをご覧ください。）�

迫る�

優しい�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載�
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（詳しくは18ページをご覧ください。）�
BIGLOBEに入会すれば�

＊1:番組情報を入手するには、テレビ朝日系列の放送を受信する必要があります。また、一部、番組情報が提供されない場合があります。＊2:ケーブルTV経由での接続時には使用できない場合が
あります。＊3:VE866J/57Dの場合です。VE800J/5の場合は最長約11時間40分です。録画時間は、映像の内容によって前後する場合があります。＊4:2000年10月現在、bitcastは（株）東京放送（TBS）
、（株）フジテレビジョン（フジテレビ）、（株）毎日放送（MBS）、（株）新潟放送（BSN）、（株）北海道放送（HBC）、中部日本放送（CBC）＊、静岡放送（SBS）＊の各放送局が実施しています。（＊：試験放送中）＊5:テ
レビ局から放送される情報（Webデータ）は無料です。さらに詳しい情報を取り出すためにインターネットに接続する場合、プロバイダ（BIGLOBE等）との契約が必要になります。＊6:DVDタイトルによっては再生されな
い場合があります。＊7:録画と再生を同時に行う再生機能時には、他のアプリケーションは使用できません。�

※ご利用可能時間はデイタイム（6:00～21:00）に限ります。はじめに接続してから14
日間が有効期間です。有効期限は2004年3月31日までです。※電話回線に接続す
るためにモジュラーケーブルの接続等が必要になります。※アクセスポイントまでの電
話料金はお客様のご負担となります。※オンラインショッピングで商品を購入される場
合、商品の代金はお客様のご負担となります。またクレジットカードや銀行口座が必要
となる場合もあります。＊8：初回起動時のみボタンを押した後、使用条件確認のため
にマウスでのクリックまたはリターンキーを押す動作が必要となります。さらに、NTTの
「ナンバーディスプレイ」（発信電話番号通知サービス）で、発信電話番号通知を「通
知しない」に設定されている場合は、画面の指示に従って操作する必要があります。�

 【映像関連機能】TVチューナ：音声多重対応。受信チャンネル：VHF（１～12ch）、UHF（13～62ch）。データ放送受信：�
地上波データ放送（bitcast、ADAMS）、文字多重放送。映像合成表示機能：DirectShow™により任意のサイズで合成�
表示可能（全画面表示可能）。ただしbitcastブラウザ使用時は240×180ドット以上（縦横比3:4固定）。テレビ録画機�
能：MPEG2の場合は、320×480ドット/6.2Mbps、MPEG1の場合は2Mbpsです。�

見る�

bitcastブラウザ�



こ こ か ら 始 ま る 私 の デ ジ タ ル ラ イ フ 。�

アイコンについての説明は14～19ページをご覧ください。�機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。�

メール着信ランプ� オリジナルCD作成�インターネット� はがき作成�

〒�

Eメール�

CD
iモード連携�MP3デジカメ連携�

ワンタッチ�
スタートボタン�

作れる� あそべる�つながる�

※ハメコミ画面はイメージです。�
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インターネット無料体験�

TRY



�

デジタルカメラで撮ったデータが入ったコン

パクトフラッシュ※やスマートメディア※を

PCカードアダプタ※に入れて挿入すれば、�

デジタルカメラで撮影した写真もスムーズに

取り込めます。PCカードスロットは2スロット

あるので便利さが違います。�

豊富な文字スタイルとイラストが用意されて

いるはがき作成ソフト「筆王」で手軽にはがき

が作れます。宛名書き

のデータも一度登録す

れば再度利用すること

ができます。�

プリンタならクリアな印刷が魅力のNECの�

カラーインクジェットプリンタ「PICTY760」。�

あらかじめセットアップ用のドライバが

VALUESTARに組み込

まれているので、手間い

らずで始められます。�

CD-R/RWドライブ（CD-R書き込み8倍速）を

利用すれば、作品を保存できます。オリジナル

CDを年賀状の代わりに�

プレゼント…なども�

可能ですね。�

添付ソフト「ThumbsStudio Ver2.0/i」から素

材の写真を選んでレイアウトすれば、気軽に

個性あふれるデザインができます。�

デジタルカメラを活用してオリジナルはがきを作ろう。�
VL700R/57D �
VL700R/55D�
VL600R/55AR

デジタルカメラで�
素材の写真を取り込もう。�1

step
2

step
3

step

4
step

※本商品には添付されておりません。別売の市販品をお買い求めください。�

はがき作成ソフトでクリスマス�
カードや年賀状を作ろう。�

宛名書きもパソコンにおまかせ！�

個性あふれる裏面のデザインにチャレンジ！�

できあがったら�
プリントアウト。�

CD-R/RWに保存しよう。�

 PICTY760 　PR-J760 �
 標準価格　27,800円（税別）�

インターネットも買ってすぐに体験することができます。パソコンを

起動し、キーボード上のインターネット対応ボタン※を押せば、イン

ターネットを無料体験※することができます。�

インターネットの接続方法や

BIGLOBEへの入会方法、電子

メールの使い方などパソコン

が初めての方にも、分かりや

すく解説しています。�

メール対応ボタンを押せば、手軽にメール�

の送受信ができます。また、メールが届くと、

着信ランプが点灯して教えてくれます。�

インターネットもメールもスムーズ� コ ン パ ク ト キ ー ボ ー ド �

初 心 者 で も 安 心 �

ワープロ・表計算ソフトがすぐ使える�

優しい機能・装備で、初めての方も買ってすぐに始められる。�

インターネットももちろん、気軽に始められます。�

プロバイダに入会したら、�
ボタンを押すだけでメールが始められます。�

コンパクトなテンキー付きキーボード�

を採用。スペースを有効に活用できます。�

カラーで見やすいマニュアルやビデオを標準添付。�

ワープロソフト「Word 2000」、表計算ソフト「Excel 2000」、�

スケジュール管理ソフト「Outlook® 2000」がセットになっ�
たOffice 2000 Personalを添付。買ったその日から使えます。�

（VL600R/55ARを除く）�

Office 2000 Personalがついています。�

インターネットやメールを気軽に始めたい方におすすめです。もちろん、別売の画像表示ソフトやはがき�
作成ソフトを活用して、年賀状なども作成することができます。�

気軽にデビュー。より身近なモデル。 

手軽に使えるコンパクトサイズのスキャナ�
MultiReader PetiScan　MR800U3  �
標準価格　29,800円（税別）�

デジタルカメラ以外からでも�

VL700R/57D �
VL700R/55D�
VL600R/55AR

 VL600R/55A

はがき作成�

あんしん�
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※ご利用可能時間はデイタイム（6：00～21：00）に限ります。はじめに接続してから、14日間が有効期間です。有効期限
は、2004年3月31日までです。※電話回線に接続するためにモジュラーケーブルの接続等が必要になります。※アクセスポ
イントまでの電話料金はお客様のご負担となります。※オンラインショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客
様のご負担となります。またクレジットカードや銀行口座が必要となる場合もあります。※初回起動時のみボタンを押した
後、使用条件確認のためにマウスでのクリックまたはリターンキーを押す動作が必要となります。さらに、NTTの「ナンバー
ディスプレイ」（発信電話番号通知サービス）で、発信電話番号通知を「通知しない」に設定されている場合は、画面の指
示に従って操作する必要があります。�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載�



シ ン プ ル ＆ ナ チ ュ ラ ル が 私 の ス タ イ ル 。�

アイコンについての説明は14～19ページをご覧ください。�機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。�

DVD iモード連携�MP3 ワイヤレス�メール着信ランプ�インターネット� はがき作成� 動画編集�

〒�

Eメール� オリジナルMD作成�

MD

デジカメ連携�
ワンタッチ�
スタートボタン�

作れる� あそべる�つながる� 便利な機能�

※ハメコミ画面はイメージです。�

VS800J/5D�
15型液晶ディスプレイ採用、�
DVD-ROMドライブ搭載�

12.1型液晶ディスプレイ採用、DVD-ROMドライブ搭載�
（インターネットパッドは別売）�

VS66H/5B
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インターネット無料体験�

TRY



�

雰囲気にあわせてコーディネート�

リモコン感覚でスムーズ操作�

D V D ビ デ オ タ イ ト ル を 楽 し む � デ ジ タルビデオ編集を楽しむ�

オ リ ジ ナ ル M D を 創 る �

迫 力 あ る 大 画 面 と サ ウ ンドを満喫�

買ったその日からインターネット�

ワイヤレスインターネットも可能�

着信ランプで楽々メールチェック�

部 屋 を ギ ャ ラ リ ー に �

後 ろ 姿 も シ ン プ ル �

シンプルでナチュラル。あなたに響く３つのコンセプトが魅力のsimplem。�

I n t e r i o r

Interior

I n t e r n e t  

Internet 

A u d i o  V i s u a l

Audio Visual

本体、キーボード、インターネットパッド※のクリアフレームの下に

はめ込むシートを部屋の雰囲気に合わせて変えることができます。�

また、添付のソフト「インナーシートクリエータ」を使ってオリジナル

シートを作ることもできます。�

リモコン感覚でインターネットや

メール、音楽CD、DVDの再生が楽し

めるインターネットパッドを標準

添付しています。�

映画や音楽など多彩なDVDビデオタイトルが楽しめます。操作はワン

タッチ。インターネットパッド※やキーボードのプレーヤボタンで再

生なども簡単です。�

デジタルビデオカメラ※で撮影した動画な�

どの大容量データを高速で取り込めるIEEE�

1394端子を装備。ビデオ編集ソフト「Ulead 

VideoStudio」でオリジナル作品を作ることも

できます。�

光デジタルオーディオ出力端子を装備。別売の5.1chスピーカ・システ

ム（PK-SP500）など、5.1チャンネル対応のアンプとスピーカのセッ

トで、前後左右から迫る、臨場感あふ�

れるドルビーデジタルサラウンドで映�

画のDVDが鑑賞できます。また、TV-�

OUT端子（ビデオ出力［RCA］）を装備。�

大画面テレビとつないで迫力ある映像�

を満喫することができます。�

あらかじめ設定しておけば、メールが届くと�

着信ランプが点灯して知らせてくれます。�

「DEJIG PHOTO GALLERY」をワンタッチで起動。

たちまちパソコン画面を美しい写真や絵画などに

切り替えることができ、まるでフォトスタンドの

ような感覚が楽しめます。�

電源と電話回線、それぞれのケーブルを一つにまとめ、

セッティングに迷うことなく簡単に接続できるように

しました。�

キーボードまたはインターネットパッド※上のインターネット対応ボ

タンを押せば＊1インターネットの無料体験＊2ができます。�

オプションがあれば、配線にとらわれることなく、インターネットを

楽しめます。�

�

光デジタルオーディオ出力端子を装備。市販の�

MDレコーダ※とつないで、お気に入りの曲を�

録音することができます。�

�

＊1:初回起動時のみボタンを押した後､使用条件確認の為にマウスでのクリックまたはリターンキーを押す動作が必要とな�
ります｡更にNTTの｢ナンバーディスプレイ｣(発信電話番号通知サービス)で発信電話番号通知を｢通知しない｣に設定され�
ている場合は､画面の指示に従って操作する必要があります｡＊2:ご利用可能時間はデイタイム（6：00～21：00）に限ります。�
はじめに接続してから14日間が有効期間です。有効期限は2004年3月31日までです。※電話回線に接続するためにモジュ�
ラーケーブルの接続が必要になります。※アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。※オンライン�
ショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客様のご負担となります。またクレジットカードや銀行口座が必要�
となる場合もあります。�

※VS800J/5Dのみ標準添付（VS66H/5Bは別売）�

オリジナルシート作例イメージ�

※VS800J/5Dのみ標準添付（VS66H/5Bは別売）�

※VS800J/5Dのみ標準添付（VS66H/5Bは別売）�

（詳しくは20ページをご覧ください。）�

※VS800J/5Dのみ標準添付（VS66H/5Bは別売）�

電源スイッチボタン�

スリープボタン�

ボリュームボタン�

ワンタッチスタートボタン�
CD/DVDプレーヤボタン�

ブラウザ制御ボタン�
（Internet Explorerの�

戻る・進む・中止を実行可能）�

スライドパッド�
左ボタン�

右ボタン�

スクロールボタン�

※DVDビデオタイトルによっては再生できない場合があります。�

（VS800J/5Dのみ）�

注意：「Jet-Audio Player」などの再生ソフトによっては、本体液晶画面とテレビ画面の同時表示ができない場合があります。�
また、テレビに映し出すと、小さな文字などが判別できない場合があります。なお、ビデオデッキへの録画はできません。また、�
ビデオデッキ経由でのTV出力もできません。（同方式でTV出力しているビデオ一体型TVも含む）�

※MDレコーダはサンプリングレート48KHz対応のものをお使いください。※MDレ�
コーダ、デジタルビデオカメラは機種により対応していない場合があります。デジタ�
ルビデオカメラの動作確認済み機種についてはインターネット121ware.com�
（http://121ware.com）および（http://www.simplem.com）で情報提供をしてお�
ります。※お客様が録音・録画したものは個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、�
著作者に無断で使用することはできません。�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載�
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（VS800J/5Dのみ）�
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ワンタッチスタートボタン�
使いやすいインターネット対応ボタンや�
メール対応ボタンがついています。�

2.ブラウザが起動して自動的に�
　 インターネットに接続＊1

インターネット無料体験�
購入したその日から、デイタイムの時間は�
インターネットを無料で体験できます。�

インターネット関連ソフト�
インターネットを快適・便利に�
使えるソフトが盛りだくさん！�

VALUESTARには「Outlook® Express」がついています。�
差出人別に整理もできる賢いソフトです。また一部の�
機種には「PostPet for Windows ver2.03jp」や「メイル�
ドール」もついています。�

メール着信ランプ�
メールが届くとランプが点灯して知らせてくれる�
メール着信ランプがついています。�

指定した時刻にパソコンがメールの着信を自動チェック。�
メールが届いていれば、ランプが点灯して教えてくれます。�

Eメール�

ワンタッチ�
スタートボタン�

メール着信ランプ�

ボタンを押すだけで買ったその日からインターネットにアクセスできます。�

1.インターネット�
    対応ボタンをポン！�

※機種により添付ソフトの内容が若干異なります。�
    23ページのソフトウェア一覧表をご確認ください。�

＊1：インターネット無料体験対�
象外機種では、事前にプロバ�
イダへの加入及び各種設定が�
必要となります。※初回起動時�
のみボタンを押した後、使用条件�
確認の為にマウスでのクリックま�
たはリターンキーを押す動作が必�
要となります。更にNTTの「ナン�
バーディスプレイ」（発信電話番�
号通知サービス）で発信電話番�
号通知を「通知しない」に設定�
されている場合は、画面の指示に�
従って操作する必要があります。�

※ 写真はVALUESTAR Cの場合。メール着信ランプの位置は機種によって異なります。�

インターネット天国。ビッグローブ�

http://www.biglobe.ne.jp/

PC98-NXシリーズでインターネットするなら、だんぜんビッグローブ！！�
入会金無料！「使いほーだい」コース6ヶ月間基本料金半額！！＊1�
�

●入会はとっても簡単！ �
   お支払い方法もいろいろご用意しています。�

BIGLOBE電話で入会サービス�
（有料：500円）�

キーボードの入力が苦手な方は�
オペレーターが入力を代行いたします。�
後は簡単な操作だけで入会できます。�

●接続もスムーズで快適!

BIGLOBE�
かんたん接続ナビ�

「BIGLOBEフォトサービス」�
で年賀状も簡単印刷�

新設のアクセスポイントや、�
快適に接続できるアクセスポイントを�
自動で設定してくれます。�

特典� 特典�

●年賀状の準備はこれで万全！�
オリジナル画像を使った年賀状をBIGLOBEが�
必要な枚数印刷してくれます。�

＊1：「BIGLOBEインターネット接続ツール」から「BIGLOBEサインアップナビ」を起動し、2001年6月30日までに「使いほーだい」�
コースに入会した場合のみ。また、基本料金とは、BIGLOBE接続料金です。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負�
担となります。一部の機種では特典を受けられません。※電話回線に接続するためにモジュラーケーブルの接続等が必要に�
なります。※オンラインショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客様のご負担となります。またクレジットカード�
や銀行口座が必要となる場合もあります。�

※本サービスは有料です。また、BIGLOBEに入会する必要があります。�

サービスや料金体系によって7タイプの選択コースをご用意しています。目的や用途に合わせて�
コースを選ぶことにより、「好きなように、無駄なく」ネットワークライフをお楽しみいただけます。�

■使う人のニーズに合わせて選べる7つのコース�

BIGLOBEに関するさらに詳しい情報はこちらへ�
●BIGLOBEインフォメーションダイヤル（アクセスポイントの音声ガイドとFAXによる情報提供サービス）�
　札幌011-233-6120/東京03-5972-5488/名古屋052-454-2455/大阪06-6306-9899/福岡092-483-6773�
●BIGLOBEホームページ　http://www.biglobe.ne.jp/ ●NEC BIGLOBEインフォメーションデスク　 0120-86-0962�
　＜携帯・PHSの場合＞03-3947-0962　◎e-mail:info@bcs.biglobe.ne.jp

入会案内パンフレットのご請求は　　0120-17-0962（24時間受付中）�

つながる�VALUESTARなら�

バリュースターなら�
インターネットも�
バッチリよ！�

Eメール�
友人と家族と、あるいはグループで、電子�
メールのやりとりが楽しくできます。�

BIGLOBEの会員同士でリアルタイムにチャッ�
トが楽しめる「BIGLOBEページャ」や海外の�
ホームページを見るときに役立つ「翻訳アダ�
プタII CROSSROAD」、接続時間やおよその�
利用料金を表示してくれる「いま、いくら？�
その２」などがついています。�

C  Takarajima Wondernet Inc.�
    All Rights Reserved.�
C   NEC Corporation

C  Copyright 1996-2000 Sony�
    Communication Network�
    Corporation All Rights �
    Reserved.

●ニュースを見る�
最新のニュースを�
TVや新聞を待たず�
にチェックするこ�
とができます。�

●美術館めぐり�
世界の美術館に行�
かなくてもバーチャ�
ル体験ができます。�
家でゆっくり名画�
鑑賞をしましょう。�

●オンライントレード�
インターネットで�
株売買にチャレン�
ジ。最新株価情報�
やいろんな資料を�
元に比較・分析が�
できます。�

●ショッピング�
本やCD、各地の名産品をはじめ�
世界中の商品が選りどりみどり。�
コンサートやスポーツのチケット�
も予約できます。�

インターネットならこんなことも楽しめます。�

■電話代込みでわかりやすい「あわせて」コースも新登場！�

■料金大幅値下げ！�
BIGLOBEなら200円/月からインターネット。2,000円/月で使いほーだい。�

■「使いほーだい」コースなら ６ヶ月基本料1,000円／月！�
しかも人気のフレッツ・ISDNにもオプション料金無しで対応。�

インターネット対応ボタンを押すだけで、すぐにインターネット無料体験。�
6:00～21:OOのデイタイム時間は14日間無料でお使いいただけます。�
プロバイダに入会する前に思いっきり試すことができます。�

インターネット�

※はじめに接続してから、14日間が有効期間です。有効期限は2004年3月31日までです。この体験においては電子メール、ニュース
グループは利用できません。※電話回線に接続するためにモジュラーケーブルの接続等が必要になります。※アクセスポイントま
での電話料金はお客様のご負担となります。※オンラインショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客様のご負担と
なります。またクレジットカードや銀行口座が必要となる場合もあります。※一部の機種ではインターネット無料体験がご利用いただ
けません。�

インターネット無料体験�

TRY
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�

iモード連携�

ｉモード連携�
 携帯電話と手軽に接続でき、�
 さらにiモードと連携した多彩な使い方ができます。※�

外出先からでもTV録画予約ができる！�
VALUESTAR T、VALUESTAR Eなら、ついうっかり録画予約を忘れて外出しても大丈夫！�
添付のソフト、SmartVisionの機能でiモードからTV録画予約ができるようになりました。�
BIGLOBEのiモードサービス「SmartVision TV録画予約サービス」（無料＊1）を使えば、�
これからは大事な番組も見逃すことが少なくなります。＊2

iモードからTV番組の�
録画予約。�

 iモードから予約された録画�
予約情報がBIGLOBEのTV録�
画予約サーバに反映。�

タイマー機能で指定した時刻に�
自動的に起動。BIGLOBEのTV�
録画予約サーバにアクセスし、�
録画予約情報をダウンロード。�
�

デジタルカメラで撮った写真をiモードで表示�
パソコンに取り込んだ写真をiモードで見られるデータへ変換するソフト�
「ThumbsStudio Ver2.0/i」を添付。BIGLOBEのiモードサービス「らくらく�
ピクチャー・ミニfor iモード」(有料＊5)を使えば、アルバム形式で写真画像�
を保存でき、手軽にiモード携帯電話で閲覧することができます。＊6

パソコンと携帯電話のスケジュールデータ連携�
Outlook® 2000の予定表、連絡先、メモをiモードで見られるデータへ変換�
するソフト「携帯連携/i」を添付＊7。BIGLOBEのiモードサービス「らくらく�
ピクチャー・ミニfor iモード」(有料＊5)を使えば、プライバシーを保ちなが�
ら、iモード携帯電話からスケジュール、住所録、メモを確認できます。＊6

携帯電話メモリ編集ソフト「携快電話3N」＊8がついています。（VC866J/5FE、VL600R/55Aを除く）�

● メッセージ入力がとってもスムーズ！※�

　 パソコンで作成した文字メッセージを携帯電話から送信できます。漢字変換や引用など、パソコンのキーボー�
　 ド入力なら、携帯電話で行うわずらわしさも軽減します。�
● 大切なメッセージはパソコンに保存�
　 大切なメッセージは自分のパソコンに転送して保存できます。�
● 機種の買い替えや万が一の時に役立つメモリダイヤル保存機能�
　 最新機種へ買い替えるときも、メモリダイヤルのデータをパソコンに保存してあれば、スムーズに新しい携帯�
    電話に移行することができます。また、万が一のデータ消去時の際にも役立ちます。�
● メモリダイヤル情報をパソコンで編集�
　 ランダムに入力した電話帳データの並び替え、短縮ダイヤル番号の振り直しや相手別に発信者番号通知・�
    非通知の設定がパソコンで編集できます。�
● このほか、着信音編集機能もあります�

※iモード対応携帯電話で本サービスを利用するためには、別途iモードの契約をNTT DoCoMoと行う必要があります。＊5：BIGLOBEに加入する必要があります。本サービスは有料（150円/月）です。ただし「るんるん」コースでご加入の方は使用できません。�
また、「わいわい1」コースでは個人ホームページ利用に初期費用1,000円、月額費用500円の費用が必要です。＊6：画像形式は各携帯電話の機種によって異なります。異なる画像形式ではお手持ちの携帯電話では見られない場合があります。＊7：Microsoft® 
Office 2000 Personal添付機種のみ。＊8：本ソフトをご利用になる場合は、別売の携帯電話と接続するケーブル（PC-VS-K10またはPC-VS-K11）が必要です。主な対応機種は、N502it(★)、N502i(★)、N501i、N209i（★）、N208S、N208、N207、
P209iS、P209i、P502i、P501i、P208(★)、P207です。詳しくは、ソースネクスト社ホームページ（http://www.sourcenext.co.jp/k1/target/）をご覧ください（★印のついた機種では着信音編集機能はご利用になれません）。ご使用の携帯電話により、利用可能な
機能が異なります。�

iモード連携すると�
パソコンがもっと�
楽しくなるよ。�

〈外出先〉� 〈自宅〉�

＊1:サービス開始は2000年10月下旬。BIGLOBEに加入する必要があります。ただし「るんるん」コースでご加入の方は使用できません。BIGLOBEサーバに�
アクセスする際のアクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。本サービスの詳細は、ホームページ「PC98-NXインターネットステーション」�
の「携帯連携サービス」をご覧ください。＊2:PCはスタンバイ、もしくは休止状態である必要があります。＊3:本サービスは有料です。月額300円の基本料金�
（定額）に加え、1回のご利用で2円の料金が加算されます（未使用時でも基本料金300円は必要）。＊4:対象機種は本サービス詳細説明のホームページを�
ご参照ください。対象の機種によってはファームウェアやドライバ等をホームページ「AtermStation」からダウンロードいただき、更新が必要となる場合があ�
ります。�

NEC PCオーナーズスケジューラで�
いつでもどこでも情報管理！�

　:NEC PCオーナーズスケジューラはBIGLOBEスケジューラによってサービスを実現させております（正式名称：NEC �
　 PCオーナーズスケジューラ by BIGLOBEスケジューラ）。BIGLOBE CYBER PLAZAメンバーシップへの登録（無料）�
　が必要です。NEC PCオーナーズスケジューラをご利用頂くには、インターネットがご利用できる環境が必要です。電話�
　 料金、インターネットサービスプロバイダの接続料金、アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。�

●予定やアドレス帳などの情報を�
　まとめて管理�
●外出先からiモードで同じ情報を�
　確認可能�
●情報を仲間だけに公開・共有し、�
　スケジュール調整などに活用�
●自宅のパソコンにあるデータを�
　アップロードすれば外出先で�
　ダウンロード可能�

基本サービスを無料で�
ご利用いただけます。�

ISDNをご利用の場合、BIGLOBEのiモードサービス�
「SmartWakeup！サービス」＊1（有料＊3）、NECの�
ISDNターミナルアダプタ「Atermシリーズ」＊4を�
使うことで、iモードからその場でパソコンを遠隔�
起動させ、TV録画予約ができるので、よりすみやか�
に見たいTV番組の録画予約が可能となります。＊2

録画したいTV番組をよりすみやかに予約！�

対応機種は22～23ページをご覧ください�

ハメコミ画面は�
イメージです�
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動画編集�

オリジナルCD作成�

CD

運動会や演劇発表会、旅行の出来事など、思い出に残るイベントを撮影�
しましょう。�

まずは撮影しよう！�

VALUESTARに取り込もう！�
IEEE1394端子が装備されているモデルなら、デジタルビデオカメラ�
からの動画データの取り込みがとってもスムーズ。別売のケーブルで�
それぞれをつなげれば準備完了です。�

編集しよう！�
動画編集ソフト「Ulead VideoStudio」が�
ついているモデルなら、いらないシーン�
をカットしたり、タイトルを入れたりと�
いった編集がスムーズに行えます。効果�
音や場面転換効果を加えれば、さらに�
楽しい作品ができあがります。�

みんなで楽しもう！�
できあがったら、みんなで楽しみましょう。DVDビデオの�
ように作品にメニューボタンなどを追加できる「DVDit！」�
や、創った作品がサムネイルで選べる「SmartGallery」で、�
さらにスマートにオリジナル映像作品が楽しめます。�

※ 「Ulead VideoStudio」の正式名称は、「Ulead VideoStudio Version4.0 SE Basic」です。�
※ 「Ulead VideoStudio」は一部の機種には添付されておりません。�
　　23ページのソフトウェア一覧表をご確認ください。� ■タイトル挿入� ■シーンの移動� ■効果音を挿入� ■ストーリー完成�

「タイトルを入れてさあ、�
   スタート」�
�

「このシーンは最初に�
   見せよう」�

「演出効果を盛り上げよう」�「よし、出来上がり」�

■カット�
「この部分は省略しよう」�

�
別売のカラーインクジェットプリンタ「PICTY 860」なら、プリンタを本体に接続する�
ことで必要な設定も自動的に行います。また、PICTY添付のソフト「らくちんプリント for �
PICTY」で、CDレーベルの印刷も簡単にできてしまいます。�

オリジナルCD作成�

CD-R/RWドライブを搭載した機種なら、�
画像や音楽を取り込んで自分だけのCDが作れます。＊1＊2＊3

大切なデータを保存�

添付のCD-R/RW書き込みソフト「DirectCD」を使えば、�
フロッピーディスク感覚で手軽に使えます。CD-R/RW�
はフロッピーディスク約500枚分の大容量。フロッピー�
ディスクでは入りきらなかったデータも楽々保存できます。�

自分だけの音楽アルバム�

レーベルを印刷しよう！PICTYならラクラク！�

お気に入りの曲を集めて１枚のCDに�
しましょう。世界でたった１枚の自分�
だけのベストアルバムなんて、ちょっ�
と魅力的で仲間にも自慢できますね。�

※動作確認済み機種についてはインターネット�
　（http://121ware.com）で情報提供をしています。�
※ケーブルは市販品をお使いください。�

VALUESTARで�編集できる・創れる�

動画編集�

IEEE1394端子を装備した機種なら、�
デジタルビデオカメラで撮影した映像が編集できます。�

SmartGallery

VALUESTAR T�
VALUESTAR E�
�

DVDit!

に添付� VALUESTAR T�
�

に添付�

＊1：:お客様が複製元のCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を行う場合、複製元のCD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CD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。＊2：お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作者に無断で使用することはできません。＊3：CD-R/RWの媒体は、CD-R/RW�
に対応したドライブで読み込めます。�

更にビデオが楽しめます！�

1
step

2
step

3
step

4
step

ワー！！�

編集イメージ�

結婚式などで撮りためたビデオを編集して、�
思い出のビデオライブラリーを作りましょう。�
�

思い出のビデオライブラリー�



�
画像編集ソフト「ThumbsStudio Ver2.0/i」�
が自動的に起動し、写真を一覧表示します。＊2�
「大きく見たい」、「編集したい」といった目的�
の画像がよくわかるので、とっても便利！�
�
�
�
�
�
�

はがき作成�

〒�

�
�
�
プリンタならクリアな印刷が�
魅力のNECのカラーインクジェ�
ットプリンタ「PICTY 860」。�
VALUESTARには、予めセット�
アップ用のドライバが組み込�
まれているので、手間いらずで�
印刷ができます。�

デジカメ連携�

デジカメ連携�

PCカードスロットの装備により、�
デジタルカメラで撮った写真をスムーズに取り込めます。�

デジタルカメラで撮ったデータが入ったコンパクトフラッシュ＊1やスマートメディア＊1�

をPCカードアダプタ＊1に入れて挿入すると、画像編集ソフト「ThumbsStudio Ver2.0/i」�
が自動的に起動し、写真を一覧表示します。＊2 また、PCカードスロットが２スロット�
あるので活用に幅がでます。�

まずは撮影しよう。�

決定的瞬間はもちろん、いろんな�
シーンをたくさん撮りましょう。�
デジタルカメラならその場で確認、�
削除ができるため、失敗が少ない�
のがうれしいですね。�

VALUESTARに取り込もう。�

デジタルカメラで撮ったデータが�
入ったコンパクトフラッシュ＊1や�
スマートメディア＊1をPCカード�
アダプタ＊1に入れてスロットに挿�
入します。�

ほら、撮った画像が一覧に！�

＊1：本商品には添付されておりません。＊2：ThumbsStudio Ver2.0/iは一部の機種には添付されておりません。２3ページのソフトウェア一覧をご確認ください。�
予め「ThumbsStudio Ver2.0/i」をインストールし、「ThumbsStudio PCカード監視」を起動する必要があります。またDCF(Design rule for Camera �
Filesystem)準拠の画像フォーマットまたは、ThumbsStudioに対応している画像フォーマットである必要があります。�

はがき作成�

はがき作成ソフト「筆王」を利用して、�
手軽にクリスマスカードや年賀状などを作成できます。�

まずは宛名書き。�

�
豊富な文字スタイルとイラスト�
が用意されているはがき作成�
ソフト「筆王」で手軽にはがき�
が作れます。データは一度登録�
すれば再度利用することがで�
きます。�

裏面のデザインに�
チャレンジ！�

普通の写真からでも画像を取り込めます。�

「ThumbsStudio Ver2.0/i」から�
素材の写真を選んでレイアウト�
することで、気軽に個性あふれ�
るデザインができます。�

完成したら、�
さあプリント！�

MultiReader 650U�
MR650U�
標準価格　16,800円（税別）�

PICTY860�
PR-J860�
標準価格　37,800円（税別）�

600dpiのA4フラットスキャナ。�
USB対応。�

オリジナルのはがき�
で友だちをアッと�
言わしちゃおう！�

写真のデジタルカメラはFinePix40i�
（富士写真フィルム：別売）�
お客様コミニュケーションセンター　�
TEL（03）3406-2981�
（月曜日～金曜日　午前9：30～午後5：00）�

1
step

2
step

3
step

1
step

2
step

3
step

対応機種は22～23ページをご覧ください�
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●録画データ形式は高画質なMPEG2を採用。�
●タイムアジャスト機能（自動時刻合わせ機能）で番組に沿った正確な録画が可能。�
●地上波データ放送（bitcast＊5、ADAMS）も楽しめます。�

新聞のTV欄から選ぶように録画予約�
番組の録画予約もとってもスムーズ。まるで新聞のテレビ欄から選ぶかのように録画したい番組が予約でき�
るソフト「SmartVision/EPG」がついています。また、番組名だけでなく「スポーツ」、「ドラマ」などのジャンルや�
主な出演者の氏名からも番組を検索できます。＊1＊2＊3

ｉモード経由でも予約ができる�
　外出先からｉモードで録画予約ができます。（詳しくは、15ページをご覧ください。）�

目が離せないシーンでの急用の時、�
番組を一時停止。解除すれば、止め�
たところから続きが見られます。�
料理のレシピやクイズの宛先な�
どを書き写したい時にも便利です。�
�

豊富な再生機能で楽しもう！＊4

SmartVision/TV

SmartVision/EPG

録画中の番組も、終了を待たずに最初から再生。�

放送中の番組を一時停止。見たいシーンも見逃さない。�

今のシーンをもう一度見たい。そ�
んな時には何度でも戻って楽し�
めます。サッカーのゴールシーン�
や野球のホームランの瞬間など�
に最適です。�

今のシーンをもう一度。見たいシーンへすぐに戻れる！�

外出前に録画予約をしておけば、�
番組の途中で帰宅しても、録画終�
了を待つことなく最初から楽し�
めます。不要な部分を早送りすれ�
ば、リアルタイムの放送（映像）に�
追いつくこともできます。�
�

一時停止機能�

巻き戻し機能�

追っかけ再生機能�
19：00

19：30

21：00

21：00

＊１：テレビ局から放送される情報（Ｗｅｂデータ）は無料です。さらに詳しい情報を取り出すため、インターネットに接続する場合、プロバイダ（BIGLOBE等）との契約が必要になります。＊２：番組情報はテレビ朝日データ（株）が提供しているADAMS-EPGを用いて
おります。番組情報を入手するには、テレビ朝日系列の放送を受信する必要があります。また、一部、番組情報が提供されない場合があります。＊３：ケーブルＴＶ経由での接続時には使用できない場合があります。＊4：録画と再生を同時に行う再生機能時には他の
アプリケーションは使用できません。＊5：2000年10月現在、bitcastは㈱東京放送（TBS）、㈱フジテレビジョン（フジテレビ）、㈱毎日放送（MBS）、㈱新潟放送（BSN）、㈱北海道放送（HBC）、中部日本放送（CBC）＊、静岡放送（SBS）＊の各放送局が実施し�
ています。（＊：試験放送中）�

楽しめる�VALUESTARなら�

テレビが�
こんなに面白く�
なるなんて�
スゴ～イ。�

巻き戻し機能で�
見たいシーンへ戻る�

早送りで放送中�
の映像に追いつく�

30分の時間差で�
最初から再生�

一時停止解除で�
止めたところから再生�
�

TV機能�

VALUESTAR TやVALUESTAR Eなら今見ているTV番組も�
まるでビデオを再生しているように、一時停止したり、�
巻き戻せたり、とっても便利。もっとTVを楽しめそうですね！�
�

TV機能�

リアルタイムの放送�

追っかけ再生�

急な電話など�
で一時停止�
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�

音声認識�ワイヤレス� シンプルケーブル�

DVD

MP3

DVD�
高画質のDVDビデオタイトルが楽しめます。�

MP3�
今、話題の音楽データ形式、MP3が楽しめます。�
�

オリジナルMD作成�
オリジナルMD作成�

MD

ワイヤレス� シンプルケーブル�
音声認識�
声でパソコンが操作できる�
日本語音声認識・合成ソフト�
「SmartVoice」が入っています。�

日本語音声認識・合成ソフト「SmartVoice�
(Ver4.0)c」がついているので、別売のマイク�
からの音声でアプリケーションソフトを立�
ち上げたり、文章入力ができます。�
�

お手持ちのヘッドフォンを使って�
リアルで迫力のあるデジタルサウ�
ンドが楽しめます。�

TVにつないで大画面で�
みんなで楽しもう！�
TV-OUT端子を装備。ご家庭の�
TVにつなげば、迫力のある画面�
でDVDビデオを楽しむことが�
できます。�
�

映画や音楽など多彩なDVDビデオタイトルが楽しめます。�
キーボードのCD/DVDプレーヤボタンで操作もとってもシンプル。�
これからはあなたの部屋がDVDシアターになることでしょう。�

VT800J/5FD、VT800J/5FD4、VS800J/5Dなら、DVDがもっと楽しめます。�

MP3はCDクオリティの音声をほぼ劣化させずに約�
1/10に圧縮したデータ形式のこと。パソコンで音楽�
を聴きたい人にはうってつけです。�

曲順や音響効果をつけて楽しもう。�
オーディオシステムコンポを操る感覚で楽しめる音楽�
ソフト「Jet-Audio Player」がついています。反響やワイ�
ドなどの多彩な音響効果を設定して楽しみましょう。�

ドルビーヘッドフォンで�
臨場感あふれるサウンドを体感。�

電源�
コンセント�電源コンセント�

スピーカ�

ディスプレイ�

ディスプレイ�

スピーカ�

本体�本体�

従来の配線図�
（1999年当社商品）�

本商品の配線図�

電源コンセント�

キーボード、マウスをワイヤレ�
スにしたことにより、机の上も�
すっきり。パソコンがもっと�
気軽にお使いいただけます。�
�

映像、オーディオ、USB、�
電源のケーブルを１本�
にまとめ、ケーブル接続�
のわずらわしさを解消�
しました。�
�

光デジタルオーディオ端子を装備。市販の�
ケーブルでミニコンポやMDレコーダなど�
につなげばMDへのデジタル録音も可能�
です。つまり、自分だけのオリジナルMD�
も作成できるというわけです。�

臨場感あふれる�
音と映像が�
味わえちゃう！�

※MDレコーダはサンプリングレート48KHz対応のものをお使いください。�
※お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法�
　上、著作者に無断で使用することはできません。�

※音声入力を行うには別途マイクが必要です。音声入力を行うにはNEC製�
　ヘッドセットマイクを推奨しております。アプリケーションによっては音声で�
　操作できない場合があります。対応アプリケーションであっても一部、音声�
　で操作できない機能もあります。使用環境、語彙、発声のしかた、発声の�
　スピードによっては充分に音声が認識されない場合があります。また、事前�
　にお客様の声をお使いのパソコンに登録していただく場合があります。�

※DVDタイトルによっては再生できない場合があります。�

写真のMDレコーダは、�
MD-MT66（シャープ：別売）�
シャープお買物ご相談窓口 エコーライン�
フリーダイヤル：0120-078178（9：00～18：00）�
（日曜・祝日と年末年始等は除く）�

対応機種は22～23ページをご覧ください�

写真はイメージです。�



オプション�

WARPSTARサテライト�
ワイヤレスLAN USBボックス�

WARPSTARサテライト�
ワイヤレスLANカード�

WARPSTARベース�

面倒な配線や工事ナシで家中色々な部屋からインターネットがしたい。簡単に2台のパソコンで同時にインターネットしたい。そんな願いもこれで解決！�

�

アナログ回線なら� ISDN回線なら�
●2人同時にインターネットが楽しめます。�
●パソコンどうしでファイルやプリンタの共有ができます。�

●別々のプロバイダにつないだり、インターネット中でも電話ができます。�
●画像とアナウンスでガイドする「セットアップガイド」、接続・切断を確認できる�
　安心機能充実。�

アナログ回線�

無線LANカードを�
それぞれの�
パソコンへ挿入�

�

ISDN回線�

無線LAN アクセスポイント（11Mbps）�
PK-WL002H�
標準価格  62,800円（税別）　　�

無線LAN カード（11Mbps）�
PK-WL001H�
標準価格  26,800円（税別）　　�

※機器間での電波の届く範囲は、屋内約50m（11Mbps時は約25m）、屋外約115m（11Mbps時は約50m）。周囲の電波状況や壁の構造（鉄筋、防音壁、断熱材など）の設置環境により利用できない場合があります。※詳細は個別カタログをご用意しております。�

誰かがインターネットをしていても、�
私は電話でおしゃべりができる。�

あのカラオケの曲はリビング�
のパソコンにあったな。�

料理のレシピ、�
インターネットでみつけよう。�

Aterm WL30A&WL11U�
ワイヤレスLANセット�
　　�

●既にターミナルアダプタをお使いなら　　� ●これからISDNにされるなら　　�

Aterm WL50T&WL11U�
ワイヤレスLANセット　　�選べるお得な�

セット商品�

デジタルビデオ編集�
カードセット�
PK-UG-J008DV＊8＊14�

29,800円（税別）�

デジタルビデオ編集�
ボードセット�
PK-UG-X020DV＊8＊14  �
29,800円（税別）�

動画編集アプリケーションを添付していないIEEE1394インタフェー�
スボード　PK-UG-X020  18,000円（税別）も用意しております。　　�

ひとつのインターフェイスで�
スッキリ接続。�
�

周辺機器ごとにインターフェイスが異なるため煩雑だった接続を、ひとつのインターフェ�
イスでスッキリ接続、本体が電源ONの状態でも機器の取り付け/取り外しが可能です。また�
ドライバを標準でインストールしているので、今までのような接続時のインストール作業�
は不要です。�

●年賀状作りやワープロの印刷には� ●もっとたくさん接続したい�

カラーインクジェットプリンタ�
PICTY860＊4�

PR-J860�
標準価格 37,800円（税別）�

USBハブ�
PK-UP002�
標準価格 12,800円（税別）�

USBハブ1つで4台まで接続可能。�
2段接続することも可能。�

（※一部ドライバをインストールしていない製品もあります。）�

VALUESTAR EおよびVALUESTAR Lでも下記�
オプションをつけることでIEEE1394に対応できます。�

●画像を取り込んだりTV会議をしたい�

デジタルビデオカメラ�
PK-MC211＊6＊8 �

標準価格 24,800円（税別）�

USB

私は部屋で好きなタレントの�
ホームページを楽しめる！�

私は部屋で好きなタレント�
のホームページを楽しめる！�

僕の部屋からでも釣りの�
ホームページが見られる。�

＊5＊11

＊7

＊8

＊8 ＊8 ＊8 ＊8 ＊8

＊8＊8

＊12

＊1＊11 ＊1＊11

＊13

＊2 ＊2

＊9

＊9

＊9

＊9

＊5 ＊5 ＊5

標準価格�
（税別）�

本体増設用RAM

■主な拡張機器　�○：実装可能�

�
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○�
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○�
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�

型　番� 品　名� 仕　様�

増
設
メ
モ
リ�

マイク�

スピーカ�

USB機器�

ケーブル�

ネットワーク�

入力機器�

プ
リ
ン
タ�

プリンタケーブル�
プリンタ変換�
ケーブル�

○�
�

PC-PRCA-01�
�
�

プリンタケーブル�
�

�

�
�
�

PK-CA101

PK-UP017
PK-UP020
PK-UP009

プリンタインタフェース�
変換アダプタ�

D-sub25ピン（メス）をハーフピッチ36ピン（メス）に変換するアダプタ。�

タイムシフト再生や録画が可能。USBにより接続が容易。�
衛星マルチキャスト配信サービス「Mega Wave Select」を楽しむことが可能。USBにより接続が容易。�
USBに対応した3.5型フロッピーディスクドライブ。�

�
PK-UG-M016�
PK-UG-M017�
PK-UG-M024�
PK-UG-M025�
PK-UG-M031�
PK-UG-M032�
PK-UG-M033

�
増設RAMサブボード（64MB）�
増設RAMサブボード（128MB）�
増設RAMボード（64MB）�
増設RAMボード（128MB）�
増設RAMボード（64MB、PC133）�
増設RAMボード（128MB、PC133）�
増設RAMボード（256MB、PC133）�
�

�
104,000円�
208,000円�

PC98-NXシリーズおよびAT互換機用のプリンタケーブル。D-sub25ピンケーブル。長さ1.5m。�

※ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。※Windows®2000 Professionalで使用する場合は、「NEC PCセットアップガイド for Windows® 2000」によるソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。入手方法などの詳細は、インターネットでご
確認願います。＊1：対象機種について詳しくは、ソースネクスト社のホームページ（http://www.sourcenext.co.jp/k1/target/）をご覧ください。＊2：アナログ入力のみ対応。ドルビーデジタル、PCMの再生はできません。＊3：VS800J/5Dは同等品が添付されています。
＊4：パラレル接続には、別売のケーブルが必要です。＊5：主な対応機種は、N502it(★)、N502i(★)、N501i、N209i（★）、N208S、N208、N207、P209iS、P209i、P502i、P501i、P208（★）、P207です。詳しくは、ソースネクスト社のホームページ（http://www.sourcenext.co.jp/k1/target/）
をご覧ください（★印のついた機種では着信音編集機能はご利用になれません）。＊6：USBバスパワードハブ付きキーボードのUSBインターフェイスには接続できません。＊7：DVDビデオによる5.1chドルビーデジタルの再生はVC800J/5FDのみ可能です。＊8：
Windows®2000 Professionalではご利用になれません。＊9： 増設メモリの取り付け作業は、NECフィールディング、NEC PCクリーンスポットのアップグレードサービスを推奨します。本サービスは有料です。＊10：インターネットパッドの電池寿命はご使用の環境や方法にも
よりますが、アルカリ電池で最大300時間です。１ヶ月当たり約40時間のご使用で約6ヶ月間使用可能です。＊11：VC866J/5FE、VL600R/55Aは除く。＊12：VT800J/5FD4は同等品が添付されています。＊13：別売オプション（PK-UG-X020DV、PK-UG-X020、PK-
UG-J008DVのいづれか）を増設することで使用可能（VALUESTAR Eの場合、PK-UG-J008DVのみ増設可能）。＊14：当社ホームページ121ware.com（http://121ware.com）でWindows®Millennium Edition対応ドライバおよびソフトウェアを提供予定です。�
＊15：音声認識については、別売のソフトウェアが必要です。�

2,200円�
4,800円�

2,100円�

12,000円�
39,800円�

27,800円�

18,000円�

39,800円�
29,800円�
12,000円�

�
容量：64MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応�
容量：128MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応�
容量：64MB、SO-DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応�
容量：128MB、SO-DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応�
容量：64MB、DIMM/SDRAM、システムバス133MHz対応�
容量：128MB、DIMM/SDRAM、システムバス133MHz対応�
容量：256MB、DIMM/SDRAM、システムバス133MHz対応�

3,000円�

80,000円�
170,000円�
104,000円�
208,000円�
416,000円�

PK-SU004�
PK-SU005

PC-VS-K10�
PC-VS-K11
PK-CA109�
PK-CA116

ヘッドセットマイク（ステレオヘッドホン付）�
ヘッドセットマイク（モノラルヘッドホン付）�

携帯電話（PDC）接続ケーブル�

頭に装着して使用するマイク。 口とマイクの距離を一定に保ちやすく、安定した音声入力ができ、音声認識に適しています。ON/OFFスイッチ付き、ステレオヘッドホン付き。�
頭に装着して使用するマイク。 口とマイクの距離を一定に保ちやすく、安定した音声入力ができ、音声認識に適しています。ON/OFFスイッチ付き、モノラルヘッドホン付き。�

携帯電話（PDC）と接続して、メモリ編集・着信音編集ソフト「携快電話3N」を利用する、USBインターフェイス対応のケーブル。�
携帯電話（cdmaOne）と接続して、メモリ編集・着信音編集ソフト「携快電話3N」を利用する、USBインターフェイス対応のケーブル。�

PK-UP019

PC-VS-IP01

HomePNA USBボックス（10Mbps）�

インターネットパッド＊10

○� ＊5＊11○�

○�
○�

○�

VALUESTAR �
C

VALUESTAR �
T

VALUESTAR �
L

VALUESTAR �
simplem

VS66H VS800J

VALUESTAR �
E

○�
○�

○�

7,800円�
5,800円�

7,800円�
7,800円�
6,500円�
1,500円�

PK-SU002
PK-SU003

PK-SP100
PK-SP500

スタンドマイク�
フロッピーディスクユニット�

フラットパネルスピーカ�
5.1chスピーカシステム�

SmartVision Pro for USB
SmartVision CS for USB

机の上に立てて使用するマイク。�

電話線でイーサネット（10Base-T）と同等の10Mbpsのネットワークを構築可能なUSB対応機種。�
インターネット、プリンタ/ファイルの共有ソフトウェア「WinGate Home」を標準添付。�

低域から高域までクリアな音質を再生。�
5つのサテライトスピーカとサブウーファで5.1chドルビー※デジタルに対応したスピーカシステム。�

IEEE1394端子とDV端子を持った機器を接続するためのケーブル。（6ピン←→4ピン）�
USB機器を接続するためのケーブル。長さ2m。�

ワンタッチスタートボタン（5個）、ブラウザ制御ボタン、スライドパッド装備。�
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cdmaOne接続ケーブル�
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USBケーブル�
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○：実装可能�■主なPCIボード（VALUESTAR E、simplemは未サポート）�

仕　様�

■主なPCカード�

※Windows®2000 Professionalで使用する場合は、「NEC PCセットアップガイド for Windows®2000」によるソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。入手方法などの詳細は、インターネットでご確認願います。　＊1：Windows®2000 Professionalで�
はご利用になれません。＊2：伝送距離（最初と最後のノード間）は約150m。＊3：当社ホームページ121ware.com （http://121ware.com）でWindows® Millennium Edition対応ドライバおよびソフトウェアを提供しております。�

PCカード�

型　番� 品　名� 仕　様� 標準価格�
（税別）�
26,800円�

PK-UG-X024�
�PK-UG-X029
PK-UG-X030

PK-UG-X028

27,800円�
39,800円�
69,800円�

マルチメディア関連�

ネットワーク機器�

SmartVision
衛星マルチキャスト配信サービス「Mega Wave Select」を受信可能なボードとアプリケーションのセット。　�
衛星デジタル放送「スカイパーフェクTV!」および衛星マルチキャスト配信サービス「Mega Wave Select」を受信可能ボードとアプリケーションのセット。　�

TV放送および地上波データ放送（bitcast®、ADAMS、文字放送）を受信するボードとアプリケーションのセット。TV番組表の受信表示及びデジタル録画も可能。　�

型　番� 品　名� 標準価格�
（税別）�

21,800円�HomePNAボード（10Mbps）�

VALUESTAR �
C

VALUESTAR�
T

VALUESTAR�
L

○＊1＊3 ○＊1＊3

○＊1

○＊1

PK-UG-J009 100BASE-TXインタフェースカード� CardBusに対応した最大100Mbpsの高速データ転送が可能なLANカード（10BASE-Tの環境でも使用可能）。�
�

SmartVision CS 
SmartVision CS Pro 

電話線でイーサネット（10Base-T）と同等の10Mbpsのネットワークを構築可能なPCIボード。�
インターネット、プリンタ/ファイルの共有ソフトウェア「WinGate Home」を標準添付。�

○＊2

PK-UG-X032 100BASE-TXインタフェースボード�100BASE-TX/10BASE-T共用ボード。� 7,800円�○�

○＊1

○＊1

○＊2

○�

○＊1

○＊1

○＊2

○�

子機�
子機�

親機�
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ヘッドセットマイク� 頭に装着して使用するマイク。 口とマイクの距離を一定に保ちやすく、安定した音声入力ができ、音声認識に適しています。ON/OFFスイッチ無し、ヘッドホン無し。�

ワイヤレスでインターネットを楽しもう！�

※親機はセット商品として�
   のご提供となります。�

※セット商品は、他にワイヤレスLANカードのセットモデルがあります。�

―�

Aterm WL11U�
PC-WL/11U�
オープン価格�

Aterm WL11C�
PC-WL/11C�
オープン価格�

※詳しくは、 NECパーソナルコミュニケーションインフォメーションセンター（電話：0120-36-1138（フリーダイヤル）または  �
   0471-85-4761） で個別カタログをご請求ください。�

PC-WL50T/11U�
オープン価格�

PC-WL30A/11U�
オープン価格�

Lのみ�



電話番号はよくお確かめのうえおかけください。�

サービス & サポート�

パソコンが初めての方にも安心のツールが入っています。�

ひとりひとりのナンバーワンへ。新しいサービス＆サポートのかたちです。�

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�

様々なサービスをひとりひとりに合わせてタイムリーに提供。�

より迅速にあなたのパソコンライフの夢を広げるお手伝いをします。�

NEC PCクリーンスポット�
あなたのパソコンのあんしんサポート�

NECあんしんサービス便受付窓口フリーダイヤル 0120-70-9855  受付時間 9:00～18:00（日曜･祝日･年末年始を除く）�

●無償出張修理サービス�●無償引き取り修理サービス�

故障のお問合せに対して､出張修理が必要�
だと判断された場合､無償でお伺いします。�

故障のお問合せに対して､当社指定配送業者�
が故障品を無償でお引き取りし修理完了後､�
無償でお届けします。�

（お買い上げから2週間以内）� （お買い上げから1年以内）�

個別対応の相談･操作指導･修理（持ち込み/引き�
取り）など､詳細は別冊の｢121wareガイドブック｣を�
ご覧ください。�

NEC BIT-INN
秋葉原（BIT-INN Ai､BIT-INN LOUNGE）�

｢詳しく聞きたい｣･｢相談したい｣にお応えします�

NEC パソコンインフォメーションセンター�
購入前の無料電話相談、電話での技術的な問い合わせ�

パソコンを購入する前のご相談を土･日曜でも受け付けています。�
局番なしフリーダイヤル  0120-95-0001  受付時間  9:00～17:00 （祝日を除く）�

NEC PCカレッジ�

NEC パソコンキッズスクウェア�

マイペースで学べるパソコンスクール�

楽しみながら創造力を育む子どもパソコン教室�

秋葉原校  池袋西校  東急溝の口校  山形校  掛川校  iｔsmo天王寺校�
（その他PCカレッジパートナー校については別冊の｢121wareガイドブック｣をご覧ください）�
PCカレッジ推進部:03-3252-9467�
受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

●お子様の成長に合わせた豊富なカリキュラム ●全国101カ所に広がるパソコン広場�
   NECパソコンキッズスクウェア事務局  東京：03-3252-9434  大阪：06-4396-5820 �
   受付時間  10:00～12:00  13:00～17:00 （土､日､祝日を除く）�

インターネットで�

インターネットで�

インターネットで�

http://121ware.com

http://121ware.com

パソコンの使い方や楽しみ方､頼りになる仲間と

の情報交換など､聞きたいことや話したいことがい

っぱいのコミュニティサイト。さらに参加すればする

ほどお得なポイントサービスで楽しみ倍増。�

パソコンライフを広げる活用術から楽しみ方まで、�

あなたの疑問、そして好奇心に的確にお応えい�

たします。�

http://121ware.com
突然の故障！？そんな時にお役に立ちます。これ�

まで培ってきたノウハウや、最新情報をご提供。�

あなたのトラブルを解決します。�

●話す･聞く�
｢わいわいフォーラム｣｢こちらデジタルライフ
編集室｣など､掲示板を通してコミュニケー�
ションが広がります。�

●楽しむ�
｢お楽しみダウンロードゲーム｣など､楽しい�
エンターテインメントサービスが満載です。�

●見る・つくる�
｢NECパソコン記念館｣など､パソコンライフ
をよりクリエイティブに楽しめる情報が�
いっぱいです。�

●得する�
ポイントを集めてすてきなプレゼントがもらえる
ポイントサービスなど､お得な情報が満載です。�

カラーで見やすく、初めての方にもわかりや

すいマニュアル＊1や、ご購入の状態からイン

ターネットへの接続方法（BIGLOBEへの入

会方法、電子メールの使い方など）を解説し

た「らくらくセットアップビデオ」＊2を添付。�

｢サポートセンタ｣� ｢パソコンのいろは｣�

インストールソフトでもばっちり支援！�

話す･つながる･楽しく得する�
コミュニケーションサービス�

疑問･好奇心にお応えする�
アドバイザーサービス�

｢困ったな｣をすばやく解決�
レスキューサービス�

パソコンのトラブルに関して、�
自己解決の支援をしてくれるソフト。�

パソコンの基本操作を、使いながら�
学べるチュートリアルソフト。�

●ビギナーズルーム�

●お楽しみダウンロードゲーム�

●パソコン活用ヒント集�

●ビジネス向けIT情報�

●Q&A、サポート情報�

●サポート窓口案内�

わかりやすいマニュアル＊1やビデオ＊2が添付�

電話で・窓口で�

電話で・窓口で�

［VC866J/5FE、VL600R/55Aは除く］�

＊1：VC866J/5FE、VL600R/55A添付のマニュアルはパソコン�
     経験豊富な方への内容構成となっております。�
＊2：VC866J/5FE、VL600R/55A、 VS66H/5B、VS800J/5Dは除く。�
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活用目的で選べる多彩なラインアップ。�

高音質�
外付けスピーカ�

高音質�
外付けスピーカ�

高音質�
外付けスピーカ�

外付けスピーカ�外付けスピーカ� 外付けスピーカ�

Windows® Millennium Edition Windows® 2000 �
Professional Windows® Millennium Edition Windows® Millennium Edition Windows® Millennium Edition

液晶ディスプレイに内蔵� 液晶ディスプレイに内蔵� 液晶ディスプレイに内蔵�

ワイヤレスキーボード/�
ワイヤレスマウス�

ワイヤレスキーボード/�
ワイヤレスマウス�

ワイヤレスキーボード/�
ワイヤレスマウス�

ワイヤレスキーボード/�
ワイヤレスマウス�

ワイヤレスキーボード/�
ワイヤレスマウス�

USBキーボード/�
USBマウス�

USBキーボード/�
USBマウス�

USBキーボード/�
USBマウス�

PS/2キーボード/�
PS/2マウス�

PS/2キーボード/�
PS/2マウス�

PS/2キーボード/�
PS/2マウス�

外付けハイブリッド�
フラットパネルスピーカ�
（液晶ディスプレイにも内蔵）�

外付けサラウンドスピーカシステム�
（液晶ディスプレイにも内蔵）�

添付� 添付� 添付� 添付� 添付�添付�添付�添付� 添付�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

Pentium®IIIプロセッサ�
866 MHz

64MB�
�

64MB�
�

64MB�
�

64MB�
�

64MB�
�

128MB128MB 128MB 128MB 128MB 128MB

約40GB 約60GB 約60GB 約60GB約60GB約30GB 約40GB 約40GB 約30GB約20GB 約30GB

intel® 810E（AGP）� intel® 810E（AGP）� intel® 810E（AGP）� intel® 810E（AGP）� intel® 810E（AGP）� intel® 810E（AGP）� intel® 810E（AGP）� intel® 810E（AGP）�

最大56Kbps最大56Kbps 最大56Kbps�
/100BASE-TX 最大56Kbps 最大56Kbps 最大56Kbps 最大56Kbps 最大56Kbps

nVIDIA™社製 Vanta™ nVIDIA™社製 Vanta™ nVIDIA™社製 Vanta™

最大56Kbps 最大56Kbps 最大56Kbps

15型�
フルカラーTFT液晶�

15型�
フルカラーTFT液晶�

14.1型�
フルカラーTFT液晶�

17型�
CRT

　17型�
ダイヤモンドトロン®NF管�

15型�
CRT

15型�
CRT

15型�
CRT

15型�
CRT

15型高輝度�
フルカラーTFT液晶�

15型高輝度�
フルカラーTFT液晶�

Office 2000 �
Personal

PCカード TypeII×2   �
PCI×2

PCカード TypeII×2   �
PCI×1

PCカード TypeII×2   �
PCI×1

PCカード TypeII×2 
PCI×1

CD-R/RW �
with DVD-ROM 

CD-R/RW �
with DVD-ROM 

CD-R/RW �
with DVD-ROM 

CD-R/RW �
with DVD-ROM 

CD-R/RW �
with DVD-ROM 

CD-R/RW�
（CD-R書き込み8倍速） 

CD-R/RW�
（CD-R書き込み8倍速）  

CD-R/RW�
（CD-R書き込み8倍速）  

CD-R/RW�
（CD-R書き込み8倍速）  DVD-ROM CD-ROM

�

型   名� VC800J/5XD VC800J/5FD VC866J/5FE VE866J/57DVE800J/57DVE800J/55DV VL700R/55DVL600R/55AVT800J/5FD VT800J/5FD4

TV機能�

音声認識� 音声認識�

はがき作成�

〒�

インターネット� Eメール�

iモード連携� iモード連携� iモード連携�

MP3

DVD DVD

MP3 MP3

TV機能�

iモード連携�

DVD

MP3

デジカメ連携�

ワンタッチ�
スタートボタン�

ワイヤレス�シンプルケーブル� ワイヤレス�シンプルケーブル�

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

＊1：VC866J/5FEは編集ソフト未添付です。＊2：別途、市販の光デジタル対応MDレコーダが必要となります。＊3：TV録画予約機能はありません。＊4：VL600R/55AR、VS66H/5BはOutlook® 2000によるスケジュール連携はできません。★印の商品は、受注生産方式になります。※商品

メール着信ランプ�

Pentium®IIIプロセッサ�
800EBMHz

Pentium®IIIプロセッサ�
800EBMHz

Pentium®IIIプロセッサ�
800EBMHz

Pentium®IIIプロセッサ�
800EBMHz

Pentium®IIIプロセッサ�
800EBMHz

Pentium®IIIプロセッサ�
800EBMHz

Pentium®IIIプロセッサ�
866MHz

AMD Duron™プロセッサ�
600MHz

AMD Duron™プロセッサ�
600MHz

AMD Duron™プロセッサ

700MHz

オリジナルCD作成�

CD
はがき作成�

〒�

はがき作成�

〒�

オリジナルCD作成�

CD
はがき作成�

〒�

オリジナルCD作成�

CD
はがき作成�

〒�

オリジナルCD作成�

CD
オリジナルCD作成�

CD

動画編集�オリジナルMD作成�

MD

＊1 ＊2 ＊2

＊3＊4

　VC866J/5FE、�
　VL600R/55Aは除く�

編集�
ソフト�
未添付�

＊1

＊3

デジカメ連携� デジカメ連携� デジカメ連携�デジカメ連携� 動画編集�オリジナルMD作成�

MD

PCカード TypeII×2   �
PCI×2

PCカード TypeII×2   �
PCI×1

PCカード TypeII×2   �
PCI×1

PCカード TypeII×2   �
PCI×1

PCカード TypeII×2 PCカード TypeII×2 PCカード TypeII×2
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★� ★� ★�
VL600R/55AR

VC800J/5FD�
VC866J/5FE

VT800J/5FD VT800J/5FD4 VE866J/57D VL600R/55A�
VL600R/55AR�
VL700R/55D

●プレゼントの対象となる商品は、本カタログに記載のVALUESTAR C、VALUESTAR Tです。●お申し�
込みには、お客様登録を行っていただく必要があります。詳細については、本商品に添付のマニュアル�
「はじめにお読みください」をご覧ください。●プレゼントのフロッピーディスクユニットは、提供時期により�
デザイン・仕様等が変更となる場合があります。�

拡張ボードのドライバ組み込みなど、フロッピーディスクを必要とされるお客�
様の為に、お申し込みいただいたお客様へもれなくフロッピーディスクユニッ�
トをプレゼントいたします（2001年3月31日まで。プレゼントはお申し込み後、�
NECより後日発送）。�

インターネット無料体験�

TRY

システムバス：200MHz�
（メモリバス：133MHz）�

システムバス：200MHz�
（メモリバス：133MHz）�

システムバス：200MHz�
（メモリバス：133MHz）

�



これからは、パソコンで家計簿。�

「てきぱき家計簿マム2Plus/2000」�

「Word 2000」�

「Excel 2000」�

 C  TECHNICAL SOFT INC.1999

便利で楽しい�
ソフトも�
盛りだくさん。�

「インターネットカラオケキング」�

「ドラネットおためしメニュー」�

小学館パソコン・オンライン�
学習システム「ドラネット」の�
お試し版。�

インターネットから曲を受信（有料）�
し自分のパソコンに保存したら、�
後は何回でも楽しめます。＊13�

（画面はイメージです。）�

  Copyright  C  Shogakukan  1999

「ジャストホーム i」�

Copyright C  1992-2000,Microsoft�
Corporation,All Rights Reserved.

Office2000 モデル�

ジャストホームモデル�

行き先への経路や料金を表示し�
ます。各ルートの料金を比較で�
きます。�

「駅すぱあと」�

当社は国際エネルギースタープログラム�
の参加事業者とした、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。�

� 外付けスピーカ�

n Windows® Millennium Edition

/�PS/2キーボード/�
PS/2マウス�

添付�

� オープン価格�
�

64MB�
�

約30GB

nVIDIA™社製 Vanta™

s 最大56Kbps

17型�
CRT

ジャスト�
ホーム i

�
2   �PCカード TypeII×2   �

PCI×1

CD-R/RW�
（CD-R書き込み8倍速）  ）  

VL700R/57D

iモード連携�

DVD

MP3

ワイヤレス�

0 � Office 2000 �
Personal

の中には品薄・品切れとなるものがありますので予めご了承ください。�

�
z

AMD Duron™プロセッサ�
700MHz

はがき作成�

〒�

4 ＊4＊3

＊2
VS800J/5Dのみ�

デジカメ連携� 動画編集�オリジナルMD作成�

MD

VS800J/5DVS66H/5B

本体に内蔵� 本体に内蔵�

ワイヤレスキーボード/�
ワイヤレスマウス�

オープン価格�
�

64MB�
�

約20GB

SiS630

最大56Kbps

12.1型�
フルカラーTFT液晶�

PCカード TypeII×2   

DVD-ROM DVD-ROM

Intel®Celeron™プロセッサ�
667MHz

ワイヤレスキーボード/�
ワイヤレスマウス/インターネットパッド�

オープン価格�
�

64MB�
�

約20GB

intel® 810E（AGP）�

最大56Kbps

15型�
フルカラーTFT液晶�

Office 2000 �
Personal

Pentium®IIIプロセッサ�
800MHz

PCカード TypeII×2
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VS800J/5DVS66H/5B

z�
）�
システムバス：200MHz�
（メモリバス：133MHz）�

◎:プリインストール&アプリケーションCD-ROM添付  ●:プリインストール&CD-ROM添付  ○:プリインストールのみ（バックアップCD-ROMで再セットアップ）  �
△:アプリケーションCD-ROM添付のみ  ▲:CD-ROM添付             

�

�

○� ○� ○�○� －� ○�

－� －� －�－� －� －�

◎� －� ◎�◎� －� ◎�

－�●＊21●� ●� ●�
－�●＊21●� ●� ●�
－�●＊21●� ●� ●�
－�

－�
－�
－�
－�▲＊21▲� ▲� ▲�

●�●�
●�●�
●�●�
▲�▲�

－� －� －�－� －� －�

◎� －� ◎�◎� －� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� ▲� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� －� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� －� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� －� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� －� ◎�

◎� －� ◎�◎� －� ◎�
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Microsoft®/Shogakukan Bookshelf®Basic

Microsoft® DirectX® 7.0＊3

Microsoft® IME 2000＊3
ATOK12＊2

Microsoft® Office 2000 Personal＊4

Microsoft® Word 2000
Microsoft® Excel 2000
Microsoft® Outlook® 2000

アクティブメニューNX（ランチ‐NX含む）�
総合ソフト�
メニュー�

日本語入力�

ワープロ�

辞書�

ワープロ�
表計算�

表計算�
スケジュール管理�

インターネット�

インターネット写真印刷� インターネットの写真屋さん�

基本OS Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system日本語版＊1

インターネット体験�

�インターネット入会・接続�

�

ソフトウェア名� VALUESTAR �
C

VALUESTAR�
 E

VALUESTAR �
L

VALUESTAR�
simplem

VALUESTAR�
 T  

日本語�
音声入力�

分類�

BIGLOBEインターネット無料体験＊5

ジャストホーム i ＊4

一太郎Home＊2

三四郎Home＊2
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VE800J/57D�
VE866J/57D VL600R/55A

VL600R/55AR�
VL700R/55D�
VL700R/57D

VC800J/5XD�
VC800J/5FD�

�

VT800J/5FD�
VT800J/5FD4 VE800J/55DVVC866J/5FE�

�

バックアップ-NX＊20

モジモジ-NX

ストレッチアイ for Windows Ver1.2＊24

カラフル・プリント集＊2

ワンタッチスタートボタンの設定�
自動メール受信ユーティリティ�

Easy CD Creator™4 Standard ＊15 ＊16

DirectCD™3 ＊16 

携快電話3N＊18

ADAMSナビ�

DEJIG PHOTO GALLERY

ドラネットおためしメニュー�

FAX-NX
SmartVoice（Ver4.0）c＊10

VirusScan Ver5.0＊19

ビットキャストブラウザ Ver2.1

SmartVision/TV  ＊14

パソコンのいろは�
キーボードファイター＊2

AI囲碁�
AI将棋�

テレビ関連�
ソフトウェア�

FAX送受信�

画像表示･編集�

CD-R書き込み�

DVDオーサリング� DVDit! LE

ゲーム�

インテリア�

TV録画予約�

インナーシートクリエータ インナーシート作成  

目のストレッチ�

アプリケーション操作･サポート  
電子マニュアル�

パソコンの�
設定�

パソコンの�
トラブル予防 �

学習�

その他�

通信カラオケ�

�

パソコン学習�

プレーヤ�

音声確認�
�

音声操作･�
音声文章入力�

ウィルスチェッカー�

電子マニュアル表示�

ＴＶ出力設定�

インターネット学習�

アプリケーション追加・�
削除�

英語学習用ホームページ�

フォーム集�
－� －� －�－� －� －� ●� －�－�eタイム＊2生活カレンダー�

ソフトキーボード�入力支援 

携帯連携／ｉ ＊17携帯電話関連�iモード携帯電話連携�

囲碁�

トランプゲーム�

キーボードタイプレッスン�
ワープロ操作レッスン�
（キーボードタイプレッスン）�
表計算操作レッスン�
（キーボードタイプレッスン）�

将棋�

麻雀�

テレビ録画�

テレビ･ビットキャスト受信�

SmartVision/EPG テレビ番組表�
受信・表示�

ADAMS受信 �

SmartVision TV録画予約サービスクライアント�
SmartWakeup!

文字放送受信�

着信音/メモリ編集�

データバックアップ�
キーボード設定�
メール受信設定�

※記載しております一部のソフトウェアには、特定のソフトウェアと組み合わせてお使いいただく必要があるものがあります。各種ソフトウェアのサポート先に関しまして
は､本製品に添付されている「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。特に指定のないものは各ガイドブックまたは電子マニュアルにて説明しています。
＊1：本製品にインストールされているMicrosoft® Windows® Millennium Editionまたは、Microsoft® Windows® 2000 Professional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必ず添付のバックアップCD-ROMをご利用ください｡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：ジャストホーム iに含まれます。＊3：Microsoft® Windows® Millennium Edit ion、Microsoft® Windows® 
2000 Professionalに含まれます。＊4：マニュアル添付。＊5：体験時間はデイタイム（6:00～21:00）で､はじめに接続してから14日間有効です（2004年3月31日まで）。
アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールは利用できません。＊6：別売のパッケージ製品「CROSSROAD（Ver3.0）」に搭載されて
いる英語音声読み上げ機能､日英固有名詞辞書､会話用語辞書等は含まれていません。＊7：表示される料金は目安であり、実際に請求される金額と完全に一致す
るものではありません。＊8：2000年8月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表等は改訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ
（1回）を実施できます。＊9：Microsoft® Internet Explorer 5.5の「お気に入り」にホームページのURLが登録されています。ご利用方法や入会申し込み（有償）やデー
タ入手などはこのホームページから行えます。＊10：音声入力を行うには別途マイクが必要です。音声入力を行うにはNEC製ヘッドセットマイクを推奨しております。ア
プリケーションによっては音声で操作できない場合があります。対応アプリケーションであっても一部、音声で操作できない機能もあります。使用環境、語彙、発声の
しかた、発声のスピードによっては充分に音声が認識されない場合があります。＊11：各種CD/DVDタイトルをお使いになる際には､市販タイトルを別途ご購入くださ
い。また、CD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。＊12：MP3形式には変換できません。お客様が記録（画像・音楽・データ等）したものは、個人と
して楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。＊13：通信料およびデータ受信料はお客様自身のご負担となります。またインターネットプロ
バイダ（BIGLOBE等）に入会している必要があります。カラオケマイクは市販品をご利用ください。＊14：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、権利者に無断で使用できません。＊15：有償でEasy CD Creator 4 Deluxeへアップグレードすることにより、VideoCDも作成可能。Easy CD 
Creator 4 Deluxeへのアップグレードキットはアダプテックジャパン（株）で販売しております。詳しくは、アップグレード問い合わせ窓口（03-5643-8533）にお問い合
わせください。＊16：お客様が記録（画像・音楽・データ等）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。＊17：使用でき
る携帯電話はiモード対応の機種のみです。＊18：本ソフトをご利用になる場合は、別売の携帯電話と接続するケーブル（PC-VS-K10またはPC-VS-K11）が必要で
す。主な対応機種は、N502it（★）,N502i（★）,N501i,N209i（★）,N208S,N208,N207,P209iS,P209i,P502i,P501i,P208（★）,P207です。詳しくは、ソースネク
スト社のホームページ（http: //www.sourcenext .co.jp/k1/ target/）をご覧ください（★印のついた機種では着信音編集機能はご利用になれません）。＊19：新種の
ウィルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルは、日本ネットワークアソシエイツ（株）Webサイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロー
ドできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。＊20：お客様が作成したすべての
データをバックアップ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ご使用ください。＊21：VL600R/55ARを除く。＊22：VC800J/5XDのみ添付。＊
23：VC800J/5FDのみ添付。＊24：使用環境・個人差等により、思うような効果が得られない場合があります。�

Adobe® Acrobat™ Reader4.05

Video-out Utility
インストーラ-NX

Global English ＊9

NEC電子マニュアル  
添付ソフトの使い方�

サポートセンタ（ヘルプとサポートに含まれる）�

招福麻雀 七福神�

インターネット カラオケキング＊13

インターネットカラオケ KaraOK! for Windows＊13

ソリティア デラックス�

パソコン大学一年生 for Excel 2000

パソコン大学一年生 for Word 2000 

パソコン操作レッスン�

Dolby Headphone 

Jet-Audio Player＊11 ＊12

Jet-Audio Player＊11 ＊12

擬似5.1ch再生�

音楽CD、ビデオCD�
MP3再生�

◎� －� －�◎＊23 －� ◎� ◎�

◎� ◎�

◎� ◎�
音楽CD、ビデオCD�
MP3、DVD Videoディスク�
再生�

はがき作成�
�
タイトル文字作成�
電子アルバム�
交通情報検索�
�家計簿�
�

電子メール�

�

インターネット検索�

インターネット課金管理�

画像収集･�
一覧表示・編集�

画像加工�
マルチメディアファイル一覧表示�SmartGallery

画像管理 �
ビデオ編集�

英日・日英翻訳�

ポータルサイト�
コペルニックライト�

チャット � BIGLOBEページャ�

ThumbsStudio（Ver2.0）/i

Ulead VideoStudio Version 4.0 SE Basic
MPEG2プラグイン�NEC MPEG2プラグイン for Ulead VideoStudio

Microsoft® Internet Explorer 5.5＊3

Microsoft® Outlook® Express 5.5＊3

しゃべっていいメール（Ver2.0）for SmartVoice

メイルドール�

カラメル＊2

PostPet for Windows ver2.03jp 

PCポータル�
アイモーニング�

楽々はがき＊2

文字スタジオ＊2

写真スタジオ＊2

デジコレ＊2

フォトシアター＊2

ホームページ保存・�
整理�

ホームページスクラップブックEX

いま、いくら？ その２＊7

インターネット会議 Microsoft® Netmeeting®＊3

筆王　平成13年編�

ホームページ閲覧�

AOL 5.0 for Windows
@niftyでインターネット for Windows®
ODN（Open Data Network） 
DIONかんたんインターネット4.0

InfoSphereサインアップ for Windows
So-netオンラインサインアップソフト�

てきぱき家計簿マム2 Plus/2000＊4�

�

駅すぱあと＊8

翻訳アダプタ　CROSSROAD（Ver3.0）＊6

■主なインストールソフトウェア一覧�

�



32KB（CPU内蔵）�
�

133MHz（メモリバス：100MHz）�

256KB（CPU内蔵）�
64MB＊1（SDRAM、PC100対応）�

Intel®810E Chipset内蔵（ディスプレイキャッシュ4MB）�

5型ベイ×1［空きスロット0］､内蔵3.5型ベイ×1［空きスロット0］�

データ通信：最大56Kbps（K56flex™､V.90対応）［データ受信時：56Kbps、データ送信時：33.6Kbps］/ FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring 機能対応�
�－�

－�

－�

－�

－�

－�
－�

360（W）×380（D）×381（H）mm�
（専用回転台含む）�

403（W）×418（D）×420（H）mm�
（専用回転台含む）�

403（W）×420（D）×420（H）mm�
（専用回転台含む）�

403（W）×418（D）×420（H）mm�
（専用回転台含む）�

360（W）×380（D）×381（H）mm�
（専用回転台含む）�

約7.6kg 約7.7kg 約7.5kg
約18.8kg 約12.1kg

約6.1kg 約7.1kg
約15.3kg約12.1kg

R区分 0.014 R区分 0.015 R区分 0.013 R区分 0.013

約15.3kg

R区分 0.011 R区分 0.011 R区分 0.0085

約1.2kg / 約0.2kg 約1.0kg＊9/約0.1kg＊9

約0.2kg＊9

Windows® Millennium Edition 、Windows® 2000 Professional

86（W）×320（D）×305（H）mm（ゴム足､突起部除く）�
スタビライザ（縦置台）設置時は155（W）×320（D）×316（H）mm�
�

332（W）×103（D）×�
351（H）mm＊40

386（W）×78（D）×�
372（H）mm＊40

325（W）×173（D）×40（H）mm
82（W）×174（D）×37（H）mm

約72W 約90W 約100W 約72W 約90W

600MHz AMD Duron™プロセッサ� 700MHz AMD Duron™プロセッサ�Pentium®IIIプロセッサ�
（866 MHz）�

0.25mm 0.28mm 0.24mm 0.3mm
SiS製 SiS301 Sage製 Cheetah4

USB＊8×3（本体×1､液晶ディスプレイ×2､コネクタ4ピン）､パラレル×1（D-sub25ピン）､シリアル×1（D-sub9
ピン）､FAXモデム×2（LINE・TELEPHONE､モジュラーコネクタ）､IEEE1394（DV）×2（6ピン×1、4ピン×1）＊26､�
LAN×1（100BASE-TX/10BASE-T､RJ45コネクタ）［VC866J/5FEのみ装備］�
【VALUESTAR C】ディスプレイ×2［アナログ×1（ミニD-sub15ピン）、専用×1（専用30ピン）＊25］�
【VALUESTAR T】ディスプレイ×1［専用30ピン＊25］�

ライン入力×2（ステレオ、ミニジャック）＊28、�
ライン出力×2（ステレオ、ミニジャック）＊28、�
ヘッドホン出力（ステレオ、ミニジャック）［添付の外付けスピーカにあり］、�
マイク入力（モノラル、ミニジャック）､�
アンテナ入力（U/V混合、75Ω、同軸F型）、ビデオ入力（コンポジット）＊29

ライン入力（ステレオ、ミニジャック）、�
ライン出力（ステレオ、ミニジャック）、�
マイク入力（モノラル、ミニジャック）�

ライン出力（ステレオ、
ミニジャック）、ヘッド
ホン出力（ステレオ、
ミニジャック）、マイク
入力（モノラル、ミニ
ジャック）�

ライン/光デジタルオー
ディオ（S/PDIF）出力
共用（丸形、光ミニジ�
ャック）＊27、ヘッドホン
出力(ステレオ、ミニジャ
ック）、マイク入力（モノ
ラル、ミニジャック）�

USB＊8×4＊24（本体×2､キーボード×2＊41､コネクタ4ピン）､�
パラレル×1（D-sub25ピン）､シリアル×1（D-sub9ピン）､�
ディスプレイ×1（アナログ･ミニD-sub15ピン）､�
FAXモデム×2（LINE・TELEPHONE､モジュラーコネクタ）�

USB＊8×2（コネクタ4ピン）､PS/2×1（ミニDIN6ピン）、パラレル×1（D-sub25ピン）､
シリアル×1（D-sub9ピン）､ディスプレイ×1（アナログ/ミニD-sub15ピン）､�
FAXモデム×2（LINE・TELEPHONE､モジュラーコネクタ）�

USB＊8×2（コネクタ4ピン）､FAXモデム×1
（LINE､モジュラーコネクタ［ACアダプタに
内蔵］）､IEEE1394（DV）×1（6ピン）＊26

VL600R/55A
PC-VL600R55A

VL600R/55AR
PC-VL600R55AR

VL700R/55D
PC-VL700R55D

VL700R/57D
PC-VL700R57D

Intel® Celeron™
プロセッサ（667 MHz）�

VS66H/5B
PC-VS66H5B

Pentium®IIIプロセッサ�
（800 MHz）�

VS800J/5D
PC-VS800J5D

VE800J/55DV
PC-VE800J55DV

VE800J/57D
PC-VE800J57D

VE866J/57D
PC-VE866J57D

項目�

CPU

型名�
型番�

システムバス�
�キャッシュ�
メモリ�

1次�
2次�

ベイ�

最大� 256MB＊2［DIMMスロット×2（内１スロットにメモリ実装済み）］�

ビデオRAM

サウンド/映像関連�

映像関連機能�
インターフェイス�

本体＊34

本体�

本体�

ディスプレイ�

ディスプレイ�

ディスプレイ�
キーボード/マウス�
インターネットパッド�

ディスプレイ�

キーボード�
インターネットパッド�

グラフィックアクセラレータ�

スピーカ�

入力装置�

フロッピーディスクドライブ�
固定ディスクドライブ ＊13

CD/DVDドライブ�

音源�

解像度・表示色�

メインRAM

表
示
機
能�

サウンド�
機能�

補
助
記
憶
装
置�

拡張スロット�

通信機能�FAXモデム�
LAN

消費電力�

エネルギー消費効率�
温湿度条件� 10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）�
外形寸法�

質量�

サポートOS

インストールOS

主な添付品�

表示寸法�

ディスプレイプロセッサ�
表示解像度�

USBポート＊8

ドットピッチ＊20

PCカードスロット�TypeII×2（TypeIII×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応 ＊33

PCIスロット�

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：ビデオRAMはメインRAMを使用します。VS66H/5Bを除き､表示領域として使用するのはこの一部です。＊2：増設RAMサブボード（128MB）を2枚実装する必要があります。メインRAMが64MBの場
合は、標準実装のメモリを取り外す必要があります。＊3：増設RAMサブボード（256MB）を2枚実装する必要があります。標準実装のメモリを取り外す必要があります。＊4：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。セットの液晶ディスプレイではディザリングにより1,619万色となります。＊5：セットの液晶ディスプレイ､またはセットの15型CRTディスプレイでは表示不
可です。VALUESTAR Tでは表示不可です。＊6：キーボードの電池寿命はご使用の環境や方法にもよりますが､アルカリ電池で最大300時間です（連続して打鍵した場合）。1ヶ月当たり約40時間のご使用で約6ヶ月間使用可能です。＊7：使用する環境条件により異なりますが、使用可能な距離は約1.2mです。＊8：接続する周辺機器および利用するソフトウェアが､本イ
ンターフェイスに対応している必要があります。＊9：乾電池の質量は含まれておりません。＊10：マウスの電池寿命はご使用の環境や方法にもよりますが、アルカリ電池で最大75時間です（マウスを連続して動作した場合）。1ヶ月当たり約10時間のご使用で約6ヶ月間使用可能です（マウスを持ちつづけていると動作状態となることがあります）。＊11：3モード（720KB、1.2MB、
1.44MB）に対応しています。ただし1.2MBのフォーマットは不可です。＊12：拡張ボードのドライバ組み込みなど､フロッピーディスクを必要とされるお客様のために､お申し込みいただいたお客様へもれなくフロッピーディスクユニットをプレゼントいたします（2001年3月31日まで。プレゼントお申し込み後、NECより後日発送）。お申し込みには､本商品をご購入後､お客様登録
を行っていただく必要があります。詳細については､本商品に添付のマニュアル｢はじめにお読みください｣をご覧ください。プレゼントのフロッピーディスクユニットは､提供時期によりデザイン・仕様等が変更となる場合があります。＊13：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。＊14：Windowsのシステムからは、容量が約27.9GBと認識されます。＊15：Windowsのシス
テムからは、容量が約37.2GBと認識されます。＊16：Windowsのシステムからは、容量が約55.8GBと認識されます。＊17：Windowsのシステムからは、容量が約18.6GBと認識されます。＊18：縦置き時、8cmCDは使用不可です。＊19：映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。＊20：17型フルフラットCRTディスプレイの場合はAGピッチ､液晶ディスプ
レイの場合は画素ピッチです。＊21：別売のWindows® Millennium Edition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。＊22：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。＊23：別売のWindows® 2000 Professional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。＊24：本体の1ポートはキーボードで占有、キーボード
の1ポートはマウスで占有します。＊25：セットの液晶ディスプレイを接続する専用ポートです。セットの液晶ディスプレイ以外は接続できません。＊26：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。動作確認済み機種についてはインターネット（http://121ware.com）で情報提供しております。＊27：光デジタルオーディオ出力に接続するオーディオ機器は
48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また､一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。＊28：本体側ライン入力とTVボード側ライン出力は､添付のLINEケーブルで接続する必要があります。＊29：ビデオ入力からの映像はSmartVision/TVによる録画はできません。＊30：ビ
デオデッキ等への録画用途には使用できません。また、ビデオデッキ経由でのテレビ出力はできません（同方式でテレビに出力しているビデオ一体型テレビを含む）。＊31：S-ビデオ出力として利用できます。コンポジット出力として利用する場合は､添付のビデオ接続用変換ケーブルを使用することにより利用できます。＊32：表示するタイミングによっては表示サイズが変わる
場合があります。＊33：ZVポート対応カードは使用できません。＊34：VALUESTAR C/T/simplemの場合、セットの液晶ディスプレイの消費電力を含みます。＊35：接続する装置および表示する解像度によっては､表示面積を最大まで広げられない場合があります。＊36：1,280×1,024表示時は288（W）×230（H）mmです。＊37：1,024×768ドット以外の表示解像度は､
常に拡大表示されます。拡大表示では､文字や罫線の太さが不均一になることがあります。＊38：使用する環境条件により異なりますが、使用可能な距離は約2mです。＊39：VS800J/5Dのみ添付。インターネットパッドの電池寿命はご使用の環境や方法にもよりますが、アルカリ電池で最大300時間です。1ヶ月当たり約40時間のご使用で約6ヶ月間使用可能です。＊40：
脚部､最大突起部､およびリアスタンド部は含みません。＊41：USBコネクタから消費する電流が100mA以下の機器に限ります。�
■このカタログに記載の標準価格､仕様等の内容は2000年10月現在のものです｡ ●1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●本カタログにおけるジャストホームモデルとは、「ジャストホーム i」をインストールしたモデル、Office 2000モデルとは､アプリケーションソフトとして｢Microsoft® Office 2000 Personal｣をインストールしたモデルを指します｡
●本カタログの｢消費電力（固定ディスクはレディ時）｣並びに｢エネルギー消費効率｣については､省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています｡●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。●液晶ディスプレイでは､明るさのむらや､微細な斑点があらわれることがありますが､故障ではありません｡●セットのディスプレイは､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｡●17型CRT（ダイヤモンドトロン®NF管）では、画面の表示内容によっては、2本の細い横線が現れることがありますが、これはディスプレイの構成上必要なダンパー線の影が見えるものです。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●本機に別売のWindows® Millennium Edition 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｡●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､ビットキャスト放送､ADAMSおよび文字放送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
のガイドブック（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予めご了承ください。●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、仕様条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。�

Intel､Pentium、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です｡AMD、AMDロゴ、AMD Duron、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。nVIDIAおよびVantaは、nVIDIA社の登録商標です。K56flexは､CONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です｡ダイヤモンドトロンは三菱電機株式会社の登録商標です｡Sageは、Sage社の米国における登録商標です｡Microsoft､MS､Windows、
Outlook､Bookshelf､DirectX､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｡「Justsystem Home」、「一太郎」、「一太郎Home」、「カラメル」、「楽々はがき」、「フォトシアター」、「デジコレ」、「キーボードファイター」、「ATOK」は､株式会社ジャストシステムの商標です｡｢アクティブメニューNX｣、｢BIGLOBE電話で入会ナビ｣､｢BIGLOBE電話で入会サービス｣､「BIGLOBE
スタートナビ」、「BIGLOBEページャ」、「BIGLOBEかんたん設定ナビ」、｢PCポータル｣は､日本電気株式会社の商標です｡「SmartVoice」、「しゃべっていいメール」、「BIGLOBE」、「ThumbsStudio」、「SmartVision」は日本電気株式会社の登録商標です。アメリカ･オンラインおよびAOL はAOL の登録商標です｡＠nifty はニフティ(株)の商標です｡ ODN（Open Data Network）は日本テレコム（株）の登録商標です｡DION は株式会社デ
ィーディーアイの登録商標です｡ So-net、ソネット、ソネットのロゴはソニー株式会社の商標または登録商標です。PostPetは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。コペルニックライト､CopernicLiteは､日本テクノラボ社の登録商標です｡ 筆王は､株式会社アイフォーの登録商標です｡｢駅すぱあと｣は株式会社ヴァル研究所の商標です。｢てきぱき家計簿マム｣はテクニカルソフト株式会社の商標です｡「Ulead」、
「VideoStudio」はUlead Systems,Inc.の登録商標です。Sonic,Sonic Solutions,Sonicロゴマーク、DVDit!は、Sonic Solutionsの商標です。パソコン大学は、（株）アビバジャパンの商標です。 bitcast およびビットキャストの名称、ロゴは、株式会社インフォシティの登録商標です｡ADAMS（TV-Asahi Data And Multimedia Service）は､テレビ朝日データ株式会社によるWeb データを配信するデータ多重放送サービスです｡インターネットカ
ラオケキングは、（株）ミュージックネットワークの登録商標です｡Solitaire Deluxe は､Interplay Productions の商標です｡ AI将棋､AI囲碁は株式会社アイフォーの商標です｡Easy CD Creator、Direct CDはAdaptec,Inc.の商標です。AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec,Inc.の登録商標です。VirusScanは米国法人NetworkAssociates,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｡Adobe､Acrobat 
およびAcrobat ロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です｡「iモード」はNTTドコモの登録商標です。cdmaOneは、cdma development group inc．およびシーディーエムエーディベロップメントグループインクの登録商標です。携快電話はソースネクスト社の登録商標です。「DEJIG PHOTO GALLERY」および「デジグフォトギャラリー」は、（株）増田屋コーポレーションの商標です。メイルドールは、（株）宝島ワ
ンダーネットの登録商標です。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｡�

■VALUESTAR 仕様一覧�
VALUESTAR C VALUESTAR T VALUESTAR E VALUESTAR L VALUESTAR simplem

アクティブ表示エリア：�
285（W）×214（H）mm

アクティブ表示エリア：�
245（W）×184（H）mm

アクティブ表示エリア：�
304（W）×228（H）mm

標準表示範囲：�
260（W）×195（H）mm ＊32�

最大表示可能範囲：�
280（W）×210（H）mm ＊35

標準表示範囲：�
300（W）×225（H）mm ＊32 ＊36�

最大表示可能範囲：�
325（W）×243（H）mm ＊35

標準表示範囲：300（W）×225（H）mm ＊32  ＊36�

最大表示可能範囲：325（W）×243（H）mm ＊35
標準表示範囲：260（W）×195（H）mm＊32�

最大表示可能範囲：280（W）×210（H）mm＊35
アクティブ表示エリア：304（W）×228（H）mm

2ポート装備�

8～11MB＊1

128KB（CPU内蔵）�
�

200MHz（メモリバス：133MHz）�

64KB（CPU内蔵）�
64MB（SDRAM､PC133対応）�

nVIDIA™社製 Vanta™（AGP 4xモード対応）�

512MB＊3［DIMMスロット×2（内１スロットにメモリ実装済み）］�

16MB

最大1,677万色＊4�

（640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット、1,280×1,024ドット＊5）�
最大1,677万色�
（640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット、1,280×1,024ドット＊5）�

最大1,677万色＊4（640×480ドット、�
800×600ドット、1,024×768ドット）�

32KB（CPU内蔵）�
�

66MHz（メモリバス：100MHz）�100MHz

128KB（CPU内蔵）�
64MB＊1（SDRAM､PC100対応）�

SiS630チップセット内蔵�

256MB＊2［DIMMスロット×2�
（内１スロットにメモリ実装済み）］�
8MB＊1

256KB（CPU内蔵）�

Intel® 810E Chipset内蔵�
（ディスプレイキャッシュ4MB）�

256MB＊2［SO-DIMMスロット×2�
（内１スロットにメモリ実装済み）］�
8～11MB＊1

内蔵（約30GB ＊14）�
Ultra ATA-66対応�

内蔵（約40GB ＊15）�
Ultra ATA-66対応�

内蔵（約60GB ＊16）Ultra ATA-66対応、7,200rpm 内蔵（約60GB ＊16）�
Ultra ATA-66対応、7,200rpm

内蔵（約30GB ＊14）Ultra ATA-66対応� 内蔵（約20GB ＊17）Ultra ATA-33対応�内蔵（約40GB ＊15）Ultra ATA-66対応� 内蔵（約20GB ＊17）�
Ultra ATA-66対応�

2スロット（ハーフ×2）［空きスロット2］�2スロット（ハーフ×2）［空きスロット1］�

352（W）×210（D）�
×372（H）mm

381（W）×210（D）×397（H）mm

約7.6kg 約7.5kg 約7.6kg約7.4kg

R区分 0.013 R区分 0.017R区分 0.015R区分 0.014

382（W）×179（D）×40（H）mm 382（W）×179（D）×44（H）mm

106（W）×337（D）×315（H）mm（突起部除く）�

スタビライザ（縦置台）およびリアカバー設置時は155（W）×361（D）×325（H）mm
106（W）×337（D）×315（H）mm（突起部除く）�
スタビライザ（縦置台）設置時は155（W）×337（D）×325（H）mm

約52W（最大125W）�約62W（最大135W）�約65W（最大138W）�

100BASE-TX/10BASE-T

約68W（最大128W）� 約37W（最大56W）�
1スロット（ハーフ×1）［空きスロット0］� 1スロット（ハーフ×1）［空きスロット1］�

約41W（最大60W）�約40W（最大59W）� 約38W（最大85W）� 約41W（最大88W）�約39W（最大86W）� 約34W（最大80W）�約37W（最大80W）�

VC800J/5FDVC800J/5XD

Pentium®IIIプロセッサ�
（866 MHz）�

Pentium®IIIプロセッサ�
（800EB MHz）�

Pentium®IIIプロセッサ�
（800EB MHz）�

VT800J/5FDVC866J/5FE
PC-VT800J5FD

VT800J/5FD4
PC-VT800J5FD4PC-VC866J5FE

128MB＊1（SDRAM、PC100対応）�

PCM録音再生機能､ウェーブテーブルシンセサイザー機能搭載（GM演奏モード対応）､サラウンド機能（エンハンスドステレオ）搭載�PCM 録音再生機能､サラウンド機能（エンハンスドステレオ）搭載�

リアカバー、バックアップCD-ROM、ガイドブック、�
らくらくセットアップビデオ（VC800J/5XD、VC800J/5FDのみ添付）、
電源ケーブル、アース線、回線接続ケーブル、乾電池（単三アル
カリ：2本、単四アルカリ：2本）、保証書�

LINEケーブル、ビデオ接続用変換ケーブ
ル（ミニDIN7ピン→コンポジット）、バック
アップCD-ROM、ガイドブック、らくらくセッ
トアップビデオ、電源ケーブル、アース線、
回線接続ケーブル、乾電池（単三アルカリ：
2本、単四アルカリ：2本）、保証書�

LINEケーブル、バックアップCD-ROM、ガイドブック、�
らくらくセットアップビデオ、電源ケーブル、アース線、�
回線接続ケーブル、保証書�

バックアップCD-ROM、ガイドブック、�
らくらくセットアップビデオ（VL600R/55Aは未添付）、�
電源ケーブル、アース線、回線接続ケーブル、保証書�

バックアップCD-ROM、ガイドブック、電源
ケーブル、ACアダプタ、回線接続ケーブル、
アクセサリーレンチ、乾電池（単三アルカリ：
4本、単四アルカリ：2本［VS66H/5B］、�
6本［VS800J/5D］）、保証書�

約6.3kg

0.279mm 0.297mm 0.28mm
Sage製 Cheetah4 Sage製 JAG-D －�

－�

本体に含まれる� 本体に含まれる�

0.3mm

添付の液晶ディスプレイに内蔵� 外付け高音質スピーカ� 外付けスピーカ� 本体に内蔵�

ワイヤレスキーボード（109キーレイアウト準拠）＊6 ＊7、ワイヤレスマウス（スクロール機能付き）＊7 ＊10 USBキーボード（109キーレイアウト準拠）、�
USBマウス（スクロール機能付き）�

PS/2キーボード（109キーレイアウト準拠）、�
PS/2マウス（スクロール機能付き）［添付のキーボードにあるコネクタに接続］�

ワイヤレスキーボード（109キーレイアウト準拠､テンキーなし）＊6 ＊38、�
ワイヤレスマウス（スクロール機能付き）＊10 ＊38､インターネットパッド＊39＊38

－【別途提供】＊12 3.5型フロッピーディスクドライブ（720KB/1.2MB/1.44MB）×1＊11 －【オプション､別売】�

CD-R/RW内蔵＊18�
読込み：最大32倍速（CD-ROM）�
書込み：最大8倍速（CD-R）、�
　　　最大4倍速（CD-RW）�
�

CD-R/RW内蔵＊18��
読込み：最大32倍速（CD-ROM）�
書込み：最大8倍速（CD-R）、�
　　　 最大4倍速（CD-RW）�
�

CD-R/RW with�
DVD-ROM内蔵＊18＊19�

読込み：最大4倍速（DVD-ROM）、�
　　　最大24倍速（CD-ROM）�
書込み：最大4倍速（CD-R）、�
　　　最大4倍速（CD-RW）�

CD-R/RW with DVD-ROM内蔵＊18＊19�

読込み：最大4倍速（DVD-ROM）、�
　　　最大24倍速（CD-ROM）�
書込み：最大4倍速（CD-R）、�
　　　最大4倍速（CD-RW）�
�

CD-R/RW with DVD-ROM内蔵＊18＊19�

読込み：最大4倍速（DVD-ROM）、�
　　　 最大24倍速（CD-ROM）�
書込み：最大4倍速（CD-R）、�
　　　 最大4倍速（CD-RW）�
�

CD-R/RW内蔵＊18�

読込み：最大32倍速（CD-ROM）�
書込み：最大8倍速（CD-R）、�
　　　 最大4倍速（CD-RW）�
�

DVD-ROM内蔵＊18＊19�

読込み：最大12倍速（DVD-ROM）、�
　　　 最大40倍速（CD-ROM）�

DVD-ROM内蔵＊19�

読込み：最大8倍速（DVD-ROM）、�
　　　 最大24倍速（CD-ROM）�

CD-ROM内蔵＊18�

最大40倍速�

－� －�

光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力（丸形、光ミニジャック）＊27、ヘッドホン出力（ステレオ、ミニジャック）�
［添付の液晶ディスプレイにあり］、マイク入力（モノラル、ミニジャック）�
【VALUESTAR C】ライン入力×1（ステレオ、ミニジャック）、ライン出力×1（ステレオ、ミニジャック）�

【VALUESTAR T】ライン入力×2（ステレオ、ミニジャック）＊28、ライン出力×2（ステレオ、ミニジャック）＊28、�

アンテナ入力（U/V混合、75Ω、同軸F型）、ビデオ入力（コンポジット）＊29、ビデオ出力（TV-OUT端子、�
S-ビデオ/コンポジット共用、ミニDIN7ピン）＊30 ＊31

TVチューナー､データ放送受信､映像合成表示機能、テレビ録画機能�

PC-VC800J5FDPC-VC800J5XD

約0.9kg＊9/ 約0.2kg＊9
約5.6kg

640×480ドット、�
800×600ドット、�
1,024×768ドット（自動切替）＊37、�
デジタルRGBインターフェイス（TMDS）�

640×480ドット、�
800×600ドット、�
1,024×768ドット�
（自動切替）�

640×480ドット、�
800×600ドット、�
1,024×768ドット（自動切替）�

640×480ドット、�
800×600ドット、�
1,024×768ドット（自動切替）＊37

640×480ドット、�
800×600ドット、�
1,024×768ドット、�
1,280×1,024ドット（自動切替）�

約7.7kg

640×480ドット、�
800×600ドット、�
1,024×768ドット、�
1,280×1,024ドット（自動切替）�

14.1型フルカラー�
TFT液晶�

12.1型フルカラー�
TFT液晶�

15型フルカラー�
TFT液晶�

15型フルカラーTFT液晶� 15型高輝度フルカラーTFT液晶� 17型CRT（ダイヤモンドトロン®
NF管、フルフラット）�

15型CRT�
（シャドーマスク管）�

17型CRT�
（シャドーマスク管）�

17型CRT�
（シャドーマスク管）�

15型CRT（シャドーマスク管）�

Windows® Millennium Edition＊21 ＊22 Windows® Millennium Edition＊21 ＊22 Windows® 2000 �
Professional ＊22 ＊23 

外付けハイブリッドフラ
ットパネルスピーカ&添
付の液晶ディスプレイ
に内蔵�

外付けサラウンドスピーカシ
ステム（5.1chチャンネル対
応）&添付の液晶ディスプレ
イに内蔵�

－�

－�

－�

－�

－�

�

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）

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（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、ほこり、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。

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パソコンインフォメーションセンター 局番なしフリーダイヤル：0120-95-0001 受付時間…9：00～17：00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
★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。★保証書はご記入事項をお確かめの上、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及び技術サポートは行っておりません。

安全に関するご注意

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

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。

Cat. No. APC018
0011400003DM




