
スマートにＴＶを見る、録る。�
スマートにビデオ編集や音楽を楽しむ。�

6

※ハメコミ画面はイメージです。�

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　�
VT667J/3FD4

リアスピーカ、サブウーファ、�
リモコンも標準添付�

new



TVやDVDをより鮮やかに楽しむために、明

るさが１.７倍以上＊６に向上し、人の肌や木々の

緑などがさらにクリアに表示される映像鑑賞

モード“V-MODE”を標準装備。ボタン操作

でワンタッチ切り替えが可能です。�

サラウンドスピーカシステム（5.1チャンネ

ル対応）標準添付モデルが新登場。あふれる

臨場感で映画館気分を味わえます。その他に

も大画面で鑑賞できるTV-OUT端子、通常の

ヘッドフォンをつなぐだけでプライベートに�

サラウンドを楽しめるドルビー
※
ヘッドフォン

機能も標準で装備しており、迫力のあるサウ

ンドでDVDビデオが楽しめます。�

地上波データ放送（bitcast＊8、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＊１。�

「見る」・「録る」・「創る」・「楽しむ」が広がります。 �
�

20：00 20：30 21：00

「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。�

●巻き戻し機能�

●追っかけ再生機能�

●あふれる臨場感で�
　ＤＶＤを満喫�

30分遅れても�
頭から再生！�

早送り再生で�
追いつくように再生！�
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スマートに見る・録る。�

スマートに創る・楽しむ。�

スマートに見つける・始める。�

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。�
見たい場面や見逃せない場面などもたっぷり楽しめます。�

豊富な再生機能で一歩先行く楽しみ方�

●ＴＶを見ながら情報を入手�

●より美しい映像のために�

※Dolby、ドルビー、Pro Logic 及び ダブルＤ記号は、�
　ドルビーラボラトリーズの商標です。�

＊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プレイヤーでは再生できません。＊５：録画と再生を同時に行う特殊再生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：VT667J/3FD4の場合です。VT667J/3FD3では標準画質モードで最長8時間30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。＊8：2000年8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）の各放送局が実施しています。＊9：一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。�

TV録画�

アイコンについての説明は10～11ページをご覧ください。�

V-MODEの場合�通常の場合�

お客様登録される際のアンケートでFDユニットのプレゼントを「希望する」と選択されたお客様へは、もれなくFDユニットをプレゼントいたします。（2001年3月31日まで）�
提供時期によりデザイン、仕様等が変更される場合があります。�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®98 Second Edition搭載�

機種によりできる機能が異なります。14～15ページで必ずご確認ください。�

巻き戻してもう一度�

T
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�

TV番組、音楽、ホームページ、画像、動画など様々なデータの種

類も、「SmartGallery」1つでスマートにチェック。画面にサム

ネイル（一覧）表示＊9しますので目的の見たいものがスムーズに

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ついています。�

ビデオデッキでは何かと面倒な番組の録画予約も新聞のテレビ欄�

から選ぶように簡単にできます＊2＊3。さらに出演者やジャンルからも�

番組の検索が可能です。録画データ形式は高画質なMPEG2を採

用。（標準画質モードで最長約12時間＊７）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。�

デジタルビデオカメラから取り込んだ映像を�

「Ulead VideoStudio」でタイトルや効果音をつけて、

オリジナル作品にしましょう。さらに「DVDit!」で、編集

したデータにメニューボタンなどをつけて、DVDビデオ

と同じような作品を創ることもできます＊4。また、CD-

R/RWに書き込めば、ライブラリとして保存ができます。�

SmartGallery

SmartVision/TV

Ulead VideoStudio/DVDit!

E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�3時間無料体験�

〒�

Eメール� オリジナルMD作成�

3hour CD 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�

蓄積情報� Webデータ�

TV画面�

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�



インターネットやＤＶＤビデオが�
気軽に楽しめる身近なパソコン。�
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※ハメコミ画面はイメージです。�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

メールを送るときは、「Outlook® Express」。

受け取ったメール�

の整理も手軽に�

おこなえます。�

�

�

�

�

指定した時刻にパソコンが�

メールの有無を自動チェック。�

ランプが点灯して教えてくれます。�

フルフラット�
ダイヤモンドトロン®ＮＦ管を採用。�

高画質、迫力あるサウンドの�
ＤＶＤビデオが楽しめます。�
�VALUESTAR EにはDVD-ROMドライブが標準搭載。映画や音楽など多彩なDVDビデ
オソフトが楽しめます＊3。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。マルチ機能（マルチストーリー・マルチアングルなど）に対応したDVDビデオ�

なら、さらに多様な楽しみ方が可能です。これからは�

あなたの部屋がDVDシアターとなることでしょう。�

（VE53H/3を除く）�

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。�

インターネットももちろん、�
気軽に始められます。�

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※やスマートメディア※をPCカー�

ドアダプタ※に入れてスロットに挿入すると、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。＊1

身近なVALUESTAR Eならインターネットも�

買ってすぐ体験することができます。パソコン�

を起動し終わって、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�

３時間無料体験＊２することができます。�

ひとつをデジタルカメラからの画像取り込み�

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、活用シーンに幅が出ます。�

デジタルカメラ�

1.メール対応�
　 ボタンをポン。�

2.メッセージを書いたら送信。�

3.メールが届くと、�
      着信ランプでお知らせ。�
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ＰＣカードスロットが２スロット。�
だから便利さが違います。�

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。�

※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。＊１：予め「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。＊２：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。＊3：DVDタイトルによっては再生できな
い場合があります。�

アイコンについての説明は10～11ページをご覧ください。�

デ ジ タ ル カ メ ラ と の 連 携 � イ ン タ ー ネ ット も ス ム ー ズ � メ ー ル も 手 軽 に �

目 に 優 し い �

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®98 Second Edition搭載�

機種によりできる機能が異なります。14～15ページで必ずご確認ください。�

E

※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。�

赤外線通信インタフェースユニット�
PK-UP007   17,000円（税別）�

ワイヤレスキーボード・マウスセット　�
（キーボード、マウス、受信機のセットです）�
PK-KB022  25,000円（税別）　　�

ノートパソコンとケーブルで�
接続しなくても赤外線なら�
向かい合わせることで�
情報のやりとりができます。�

＊2＊3

＊1＊3

※マウスと受信機のみのセット　�
ワイヤレスマウス �
PK-KB025   9,800円（税別）もあります。�

�

＊1：Windows®98 Second Edition対応ドライバが別途必要となります。当社ホームページ等で提供となります。＊2：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。 ＊3：Windows®2000 Professionalでご使用になる場合、当社ホームページ（http://121ware.com）にて最新ドラ�
イバをダウンロードする必要があります。�

オプションで広がるワイヤレスの世界。�

E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�3時間無料体験� DVD

〒�

Eメール�

3hour 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�

１７型CRTセットモデルでは、�

外光の映り込みが少なく�

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。�



�

�

�

�

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」�

をインストール。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。�

�

�

いま話題のMP3をはじめ、WaveやMIDIな

ど、多彩な形式の音楽データを再生できます。

インターネットにアクセスして直接聴いたり、

ダウンロードして後でじっくり聴くこともでき

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�
となることでしょう。�
�
�
�
�
スムーズな録画予約や豊富な再生機能など、
TVやビデオになかった楽しみ方ができます。�
�
�

�
�
�
�
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�
アクセスできる「インター�
ネット対応ボタン」や「メール�
対応ボタン」を装備しました。�
�
�
�
�
�
�
�
VALUESTARには、�
かわいいペットが電子�
メールを運ぶ楽しい�
ソフト「PostPet for�
 Windows ver2.0jp」�
も入っています。�
�
�
�
�
指定した時刻にパソコンがメール�
の有無を自動チェック。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。�

作ったり、聴いたり、見たり。VALUESTARなら、活用

�
�
�
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」�
をプリインストール。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＊１）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。＊２�
�
�
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」を標準添付＊３。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＊１）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＊２。�

インターネット�

Eメール�

3時間無料体験�

3hour

DVD

TV録画�

TV録画�

DVD

ｉモード連携�

インターネット�

インターネットを便利に快適に�
使いこなすソフトが盛りだくさん�

ワンタッチスタートボタン�

メール着信ランプ�
3時間無料体験�

ＭＰ3

■「コペルニックライト」�
　知りたい情報のキーワードを複数�
　の検索サイトを使って、すばやく�
　探してくれます。�

■「ＢＩＧＬＯＢＥページャ」�
　ＢＩＧＬＯＢＥの会員同士でリアルタイ�
　ムにメッセージの送受信やチャットが�
　できるコミュニケーションサービスです。�

■「翻訳アダプタ II CROSSROAD」�
　海外のホームページを見るときや英�
　文のメールに役立つ日英・英日翻訳�
　支援ソフトです。�

■「いま、いくら？その２」�
　接続時間やおよその料金を表示し、�
　思わぬ使いすぎを防いでくれる便利�
　でしっかり者のソフトです。�

■「ホームページスクラップブックＥＸ」�
　ホームページや画像をドラッグ＆ドロップ操作で、目的別やカテ�
　ゴリ別などに雑誌を切り抜く感覚で整理/保存ができます。�

話題のＭＰ３が再生可能�

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

Eメール�

 C  Copyright 1996-2000 Sony Communication �
      Network Corporation All rights reserved.

ホームページを見たり、ネットサーフィン�
したり、が思いのままに楽しめます。�

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行えます。�
�

使いやすいインターネット対応ボタンや、�
メール対応ボタンを装備しています。�
�

メールが届くとランプが点灯して知らせる�
メール着信ランプを装備しています。�
�購入したその日から、インターネットを、�

3時間無料体験できます。�
�

TVチューナー内蔵。パソコンでTVが�
見られて、しかも録画することもできます。�

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を３時間無料で体験で
きます。�
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※当商品の場合、この特典は２００２年６月３０日までの期間サービスとなります。
また、はじめに接続してから３１日間が有効期間となります。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。�

MP3

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。�

デジタルカメラで撮った写真をｉモードで表示�

パソコンと携帯電話のスケジュールデータ連携�

＊1：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。但し「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5」、「わいわい1」、「デイタイム」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。＊2：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。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。�
＊3：Microsoft® Office2000 Personalインストール機種のみ。＊4：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、N502i（★）、N501i、N208、N207、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。（但し★のついた機種について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。＊5：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。�

※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。�

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。パソコン�
で音楽を聴きたい人にはうってつけです。�
�

高画質のDVDビデオタイトルが�
楽しめます。�

ワンタッチ�
スタートボタン�

Eメール着信ランプ�

iモード連携�

カラー iモード向けカラー�
表示にも対応しています。�

・・・・つながる�・・・・あそべる� ・・・・作れる� ・・・・便利な機能�

日本ビクター�
XM-R70［別売］�



�
�
�
�
豊富な文字スタイルや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。デジタルカメラで撮った写真
も活用できます。�
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シーンが広がるね。�

�
�
�

�

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。

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。�
�
�
�
�
�
�
�
�
日 本 語 音 声 認 識 ソ フト �
「SmartVoice（Ver3.0）c」�
のインストールにより、標準�
添付のヘッドセットマイクから�
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。�
�
�
�
�
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。�

オリジナルCD作成�

CD

はがき作成�

〒�

音声認識�

シンプルケーブル�

ワイヤレス�

音声認識�

オリジナルＣＤ�

はがき作成� デジカメ連携�

動画編集�

動画編集�

オリジナルＭＤが作れます�

ムービー鑑賞会を開くもよし、�
ビデオメールを�
送るのもいいですね。�

１.デジタルビデオカメラで映像を取り込もう。�

ストーリを組み立てながら効果音、音楽、�
タイトルなどを挿入します。このとき頼れるのが�
ビデオ編集ソフト「Ulead VideoStudio」です。�

　ＩＥＥＥ１３９４端子標準装備なので、�
　デジタルビデオカメラのデータも�
　スムーズに取り込めます。�

２.映像を編集、ストーリを組み立てよう。�

３.できあがったら、�
　　いろいろ楽しもう。�

１.まずは、宛名書き。�
宛名は、一度登録�
すれば再度利用でき�
便利です。�

２.裏面をデザイン。�
デジタルカメラで撮った写真を取り込む。PCカード�
アダプタがパソコンに挿入されると「ThumbsStudio Ver�
2.0/i」が自動的に起動※。一覧表示の中から気に入っ�
た写真を選んで、ハガキに貼り付けられます。�

３.作成したはがきは、プリンタでプリントアウト。�
プリンタなら、クリアなプリント�
アウトが魅力のNECのカラー�
インクジェットプリンタ�
「PICTY820W」。�
セットアップも手間いらずです。�

★プリンタがなくても、インターネットを使ってコダックや富士写真フィルムの写真�
　サービスサイトでプリントサービスが受けられます。（本サービスは有料です。また�
　インターネットプロバイダ（BIGLOBEなど）に入会している必要があります。）�
�

※本ページに掲載している他社機器のお問合せ先［NV-DB1］ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター フリーダイヤル：0120-878-365（受付：9：00～20：00）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［XM-R70］日本ビクター（株）お客様ご相談センター 03-5684-9311（祝祭日を除く月～金/9：00～17：00）�
�

�
デジタルカメラで撮影し、そのコンパクト�
フラッシュ※やスマートメディア※に対応した、�
PCカードアダプタ※に挿入し、�
PCカードスロットにセット�
すればスムーズに写真が�
取り込めます。�

 PICTY820W 　PR-J820W �
 標準価格　36,800円（税別）�

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）�

スキャナから写真を取り込むこともできます。�

はがき作成ソフト「筆王」を利用して、�
手軽にポストカードなどを作成できます。�

CD-R/RWドライブを搭載。画像や音楽�
を取り込んで自分だけのCDが作れます。＊1

IEEE1394インターフェイス搭載。デジタル�
ビデオで撮影した映像が編集できます。�
�

声でパソコンが操作できる日本語音声認識�
ソフト「SmartVoice」が入っています。�
�
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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� 本商品の配線図�

電源コンセント�

※ 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。�
またケーブルは市販のものをお使い�
ください。※お客様が録音したもの�
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。�

オリジナルMD作成�

MD
オリジナルＭＤ�
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などとつなげば�
MDへのデジタル録音も可能です。�
�

※予め「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。�

※ケーブルは市販品をお使いください。�
また、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）で情報提供をしています。�

※市販品をお使いください。�

デジカメ連携�

シンプルケーブル�

ワイヤレス�

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。�
気軽なスタイルでパソコンとつき合うことができます。�

携帯電話メモリ編集ソフト「携快電話２００１Ｎ」を�
プリインストール＊４�

�
　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�
　のメッセージ入力のようなわずらわしさが軽減されます。�
�

　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。�
�

　最新機種へ買い替える時にも、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失時の際にも役立ちます。�
�

　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、相手先個別に�
　発信者番号通知・非通知の設定がパソコンで編�
　集することができます。さらに、Outlook®、Outlook® Express、�
　その他CSV形式のファイルからもメモリ登録情報を取り込むこと�
　ができます。�

●このほか、着信音編集機能などもあります�

●メモリダイヤル情報をパソコンで編集�

●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�

●メッセージ入力がとってもスムーズ＊５�

●大切なメッセージはパソコンに保存�

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。�

本体とディスプレイの間を１本のケーブル�
で接続。見た目もスッキリです。�

Panasonic�
NV-DB1［別売］�

CD-R/RWドライブに、�
書き込み用のCD-R�
またはCD-RWディスク�
をセット。�
�

録音、録画したい情報＊2を�
パソコンに取り込んで保存。�
�

ドライブから取り出して、�
友達のパソコンで一緒�
に楽しむことも可能。＊3

CDにいろいろな情報を書き込んだり、�
書き換えたりできるCD-R/RWは、これからの必需品。�
オリジナルCDが、個人で作れる優れものです。�

＊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。�



12 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）�

●無料出張修理サービス�●無料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/引取り）
など､詳細は別冊の｢あんしんサポートガイド｣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｢あんしんサポートガイド｣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」を標準

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やビデオが標準添付�

電話で・窓口で�

電話で・窓口で�



オプション�

Aterm RS20（W）�
PC-IW/RS20（W）�
標準価格  24,800円（税別）　　�

Aterm RC45�
PC-IW/RC45�
標準価格  �
27,800円（税別）　　�

＊2 ＊2

○：実装可能�■主なPCIボード（VALUESTAR T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：接続機器からは起動（ブート）できません。＊3：伝送距離（最初と最後のノード間）は約150m。�

PCカード�

型　番� 品　名� 仕　様� 標準価格�
（税別）�

PK-UG-J010 UltraSCSIインタフェースカード�
最大20MB/Sのデータ転送可能なUltraSCSI、SCSI-2対応の16bitPCカード。�
ハーフピッチピンタイプ専用ケーブル添付。�

13,800円�

26,800円�

PK-UG-X025�
�PK-UG-X024�
�PK-UG-X029
PK-UG-X030

PK-UG-X028＊3

14,800円�

27,800円�
39,800円�
69,800円�

○＊1マルチメディア関連�

SCSIインターフェイス�
SCSI機器接続ケーブル�

ネットワーク機器�

サウンドボード�
SmartVision

SoundBlaster Live！互換のサウンドボード。MIDI/JOYSTICKインターフェイス搭載。　�

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は配信サービス「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放送及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）�

Ultra SCSIインタフェースボード�
SCSI機器接続ケーブル�
SCSI機器接続ケーブル�
100BASE-TXインタフェースボード�

Ultra SCSI/SCSI-2対応。BIOS非搭載。�
ケーブル長：90cm（Ultra SCSI機器接続用）�
ケーブル長：50cm（Ultra SCSI機器接続用）�
100BASE-TX/10BASE-T共用ボード。�

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！�

ワイヤレスでインターネットを楽しもう！�

21,800円�HomePNAボード（10Mbps）�

VALUESTAR �
C

VALUESTAR �
E

PK-UG-X027�
PC-CA511P�
PC-CA512P�
PK-UG-X006E

9,800円�
7,000円�
6,500円�
15,000円�

�

○�
○�
○�
○�

○＊1

○＊1 ○＊1

○＊1 ○＊1

○＊1 ○＊1

○�
○�
○�
○�
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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）。�
�

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。�

●64kアクセスで同時にホームページを見ている時なら、更に電話も使えます。�
●使っているパソコンに合わせて、子機のタイプを選べます。�

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。�

○� ○�

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�

Aterm IWX70�
PC-IWX70D1A�
標準価格  �
41,800円（税別）　　�

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。�

※親機、子機間での電波の届く範囲は、見通し約100mです。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。※個別でお求めいただいた場合、親機と子機の組み合わせ登録が必要です。登録はNECサービス拠点または販売店に�
て有料で行います。登録の際、親機と子機の両方が必要となります。なお、お店によっては受け付けていない場合があります。※Windows®2000 �
Professionalで使用する場合、事前に必要なソフトウェアなどの詳細情報をインターネット「Aterm Station」（http://aterm.cplaza.ne.jp）にて�
ご確認願います。お問い合わせ先 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）） で個別カ�
タログをご請求ください。�

Aterm IWX70 & RS20�
ワイヤレスセット�
PC-IWX70D/RS20�
標準価格  61,800円（税別）　　�

Aterm IWX70 & RC45�
ワイヤレスセット�
PC-IWX70D/RS45�
標準価格  61,800円（税別）　　�

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�

29,800円（税別）�

デジタルビデオ編集�
ボードセット�
PK-UG-X020DV＊8  �
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。�

●案内状作りや�
　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�
PICTY820W＊4�

PR-J820W�
標準価格 36,800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でも下記オプションを�
つけることでIEEE1394に対応できます。�

●もっとゲームを�
　楽しみたい�

プレイパッド�
PK-GP101E＊8�

標準価格 5,900円（税別）�

●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）�

●モバイルに適した�
　約40MB記憶ドライブキット�

Clik! TM-USBドライブキット�
PK-CL101＊6�

標準価格 29,800円（税別）�

USB

私はいつでも部屋で好きなタレント�
のホームページを楽しめる！�

私はいつでも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。�

New

New

＊1＊5

＊7

＊1

＊2

＊1 ＊1

＊1＊5 ＊1＊5

標準価格�
（税別）�

本体増設用RAM

■主な拡張機器　�○：実装可能�

○�
○�
○�
�

○�
○�
○�
�

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�

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＊8

PK-UP020＊8

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。�

PK-UG-M015�
PK-UG-M016�
PK-UG-M017

増設RAMサブボード（32MB）�
増設RAMサブボード（64MB）�
増設RAMサブボード（128MB）�

52,000円�
104,000円�
208,000円�

PC98-NXシリーズ及び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：伝送距離（最初と最後のノード間）は約150m。
＊4：パラレル接続には、別売のケーブルが必要です。Windows®2000 Professionalで使用する場合、OS標準のPICTY900用のプリンタドライバをお使いください。＊5：主な対応機種は、N502i（★）、N501i、N208、N207、P502i（★）、P501i、P208（★）、P207です
（但し★のついた機種について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VC733J/3FDのみ可能です。＊8：
Windows®2000 Professionalではご利用になれません。 �
�

2,200円�

2,100円�

12,000円�
39,800円�

16,800円�

27,800円�

39,800円�
29,800円�

容量：32MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応�
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�

3,000円�

PK-SU004�
PK-SU005

PC-VS-K10�
PC-VS-K11

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。�

携帯電話と接続して、メモリ編集・着信音編集ソフト「携快電話2001N」を利用する、USBインターフェイス対応のケーブル。�
携帯電話と接続して、メモリ編集・着信音編集ソフト「携快電話2001N」を利用する、USBインターフェイス対応のケーブル。�

PK-UP015

PK-UP019＊3

携帯電話接続アダプタ�

HomePNA USBボックス（10Mbps）�

携帯電話と接続して、添付のメモリ編集・着信音編集ソフト「携快電話2001N」等を利用する、USBインターフェイス対応のケーブル。モデム機能内蔵。�

○�
○�

○�
○�

○�
○�

○�
○�

VALUESTAR �
C

VALUESTAR �
T

VALUESTAR �
E

○�
○�
○�
�

○�
○�

○�
○�

7,800円�
5,800円�

7,800円�
7,800円�

PK-SU002

PK-SP100
PK-SP500

スタンドマイク�

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。�

○�

○�

○�
○�

○�
�

○�

○�

○�
○�

○�
�

○�

○�

○�
○�

○� ○� ○�

○� ○� ○�

○� ○� ○�

○� ○� ○�

�

cdmaOne接続ケーブル�

New
New

New
New

New
New
New

New

New

子機� 子機�

親機�



CPU

グラフィック�
アクセラレータ�

スピーカ� 外付けステレオスピーカ�外付けステレオスピーカ�外付けステレオスピーカ�外付けステレオスピーカ�外付け

Windows®98 Second Edition

ステレオスピーカ�
（液晶ディスプレイに内蔵）�

ステレオスピーカ�
（液晶ディスプレイに内蔵）�

ステレオスピーカ�
（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�

USBキーボード/�
USBマウス�

USB
  US

外付け高音質ステレオスピーカ�
（液晶ディスプレイにも内蔵）�

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）�

ハードディスク�
�

PCカードスロット/�
空き拡張スロット�

CD-R/RW with DVD-ROM�
CD-R/RW�
DVD-ROM�
CD-ROM

FAXモデム�

ワープロ/�
表計算ソフト�

インストールOS

らくらく�
セットアップビデオ�

ディスプレイ�

キーボード/マウス�

添付� 添付� 添付� 添付� 添付�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�
�

オオープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

オープン価格�
�

メモリ�

価格�

ヘッドセットマイク�

Pentium®IIIプロセッサ�
733 MHz

Pentium®IIIプロセッサ�
667 MHz

Pentiu 

  6
インテル®Celeron™プロセッサ�
533 MHz

インテル®Celeron™プロセッサ�
566 MHz

インテル®Celeron™プロセッサ�
566 MHz

Pentium®IIIプロセッサ�
667 MHz

64MB�
�

64MB�
�

64MB�
�

64MB�
�

64MB�
�

664MB�
�

64MB�
�

128MB

Pentium®IIIプロセッサ�
667 MHz

128MB

約30GB約30GB 約30GB 約40GB約20GB 約15GB 約20GB 約20GB 約約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 最大56Kbps 最大56Kbps 最大56Kbps 最大56Kbps 最大56Kbps

intel® 810E（AGP）�

最大56Kbps

intel® 

最大

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�

　
ダイヤモ

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

Justsystem �
Home

Voice一太郎10・�
花子10パック�

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   �
PCI×1

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
PCI

PCカード TypeII×2   PCカード TypeII×2   

CD-R/RW CD-R/RW �
with DVD-ROM 

CD-R/RW �
with DVD-ROM 

CD-R/RW �
with DVD-ROM 

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

活用目的で選べる多彩なラインアップ。�

�

VC667J/3FD�
VC733J/3FD

VC667J/3XD VT667J/3FD3 VT667J/3FD4

VE53H/35B�
VE56H/35C�
VE56H/35D�
VE667J/35D

型   名�

インターネットを�
もっと便利に�
楽しめます。�

クリエイティブな�
活用ができます。�

快適・便利に�
パソコンを使う�
配慮がされています。�

映画や音楽を�
楽しむ活用が�
できます。�

パソコンならではの�
TVの楽しみ方が�
できます。�

iモード・携帯電話�
をもっと便利に�
活用できます。�

VC667J/3XD VC667J/3FD VC733J/3FD VE53H/35B VE56H/35C VE56H/35D VE6VE667J/35DVT667J/3FD3 VT667J/3FD4
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TV録画�

音声認識�

はがき作成�

〒�

DVD

インターネット� Eメール� 3時間無料体験�

3hour

はがき作成�

〒�

オリジナルCD作成�

CD

iモード連携� iモード連携� iモード連携�

MP3 MP3 DVDMP3MP3

デジカメ連携� 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�

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

＊1：別途、市販の光デジタル対応のMDレコーダが必要となります。＊2：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。�

＊2

★�

Eメール着信ランプ�

VE933J/37Dのみ�
オリジナルCD作成は�

C T E

つ
な
が
る�

作
れ
る
　�

あ
そ
べ
る�

便
利
な
機
能�

Pentium®IIIプロセッサ�
667 MHz

Pentium®IIIプロセッサ�
667 MHz

オリジナルCD作成�

CD
動画編集�オリジナルMD作成�

MD

＊1



ワープロ、表計算ソフトの�
使い方がわかりやすく学べます。�

「Voice 一太郎10」�

ステレオスピーカ�外付けステレオスピーカ�

Bキーボード/�
S Bマウス�

USBキーボード/�
USBマウス�

添付� 添付�

ープン価格�
�

オープン価格�
�

u m®IIIプロセッサ�
 6 67MHz

Pentium®IIIプロセッサ�
933 MHz

64MB�
�

30GB

64MB�
�

約30GB

 810E（AGP）�

56Kbps

intel® 810E（AGP）�

最大56Kbps

　17型�
ダイヤモンドトロン®NF管�

　17型�
ンドトロン®NF管�

�
ード TypeII×2   �
I×1

PCカード TypeII×2   �
PCI×1

VD-ROM CD-R/RW �
with DVD-ROM 

これからは、パソコンで家計簿。�

「てきぱき家計簿マム2Plus」�

「Word 2000」�

「花子10」�

「Excel 2000」�

 C  TECHNICAL SOFT INC.1999

便利で楽しい�
ソフトも盛りだくさん。�

FAXとして、電話回線に�
接続して送受信できます。�

ランチ-NXの起動や、文章ファイル�
の参照、インターネットの利用状況、�
各種サポート情報はアクティブ�
メニューNXから。整理された�
便利なメニューです。�

「FAX-NX」�

「AI 囲碁」�

「AI 将棋」� 「インターネットカラオケキング」�

「ThumbsStudio Ver2.0/i」�

「ドラネットおためしメニュー」�

これぞゲームの定番。自分の実力�
に応じてレベルを選択できます。�

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�

デジタルカメラなどで撮影し�
取り込んだ画像などを一覧�
形式で表示します。�

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＊16。�
（画面はイメージです。）�

Portions this program �
Copyright 1982-1996�
Pervasive Software.Inc.�
All Rights Reserved.

  Copyright  C  Shogakukan  1999

  C  1999 David Fotland.
  C  1999 i4 Corporation.

  C  1999  i4 Corporation.
  C  1999 HIROSHI YAMASHITA.

「アクティブメニューNX」�

VE667J/37D�
VE933J/37D

67J/37D VE933J/37D
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Office 2000 �
Personal

Office 2000 �
Personal

「Justsystem Home」�

Coptright C  1992-2000,Microsoft�
Corporation,All right Reserved.

C  株式会社ジャストシステム�

★�

Office2000 モデル�

一太郎モデル�

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」�「パソコン大学一年生」�
�
�

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。�
(VALUESTAR Eを除く）�

◎: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�

�

�

○� ○� ○�○� ○� ○�
○� ○� ○�○� ○� ○�
●� －� －�－� －� －�
－� －� －�－� －� －�

－�－� －� ○� －�－�
－� ●� ●�●�

△�
●� ●�

－� －� －�△� △�
◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�

－� ●� ●�●� ●� ●�
－� ●� ●�●� ●� ●�
－� ●� ●�●� ●� ●�
－� ▲� ▲�▲� ▲� ▲�

●� －�－� －� －�
●� －�－� －� －�
●� －�－� －� －�
●� －�

－�
－�
－�
－�－� －� －�

▲� －� －�－� －� －�

－� －� －�－� －� －�
◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�

◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�
◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�

◎� ◎� ◎�◎� ◎� ◎�
－� －� －�△� △� △�

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

JUSTSYSTEM電子辞書ライブラリ�
（研究社 新英和･和英中辞典、岩波国語辞典）�

Microsoft® DirectX® 7.0a
ATOK13,VoiceATOK3＊2

ATOK12＊10

Microsoft® Office 2000 Personal＊8

Microsoft Word 2000
Microsoft Excel 2000
Microsoft Outlook® 2000

Voice一太郎10・花子10パック＊7

三四郎9
花子10

アクティブメニューNX（ランチ-NX含む）�

Sasuke

Voice一太郎10

Microsoft® IME2000 IMEパッド音声入力アプレット�

ワープロ�
メニュー�

日本語入力�

辞書�
図形作成＊6

表計算�
スケジュール管理�

インターネット�

基本OS Microsoft® Windows®98 Second Edition Operating System 日本語版＊1

Microsoft® IME98＊4　　　　�

Microsoft® IME2000＊5

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�
 T  

VALUESTAR�
C  

VALUESTAR�
E  

日本語�
音声入力�

分類�

BIGLOBEインターネット無料体験＊11�
�

Justsystem Home＊8 ＊9�
�一太郎Home＊10

BIGLOBE電話で入会ナビ＊12�
�BIGLOBEかんたん接続ナビ�

BIGLOBEインターネット接続ツール�
�

Office2000Office2000 一太郎�Office�
2000

対応�

対応�

対応�

対応�

対応�

対応�

対応�

VE56H/3 VE56H/3�VE667J/3 VE933J/3
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Justsystem��
Home

VE53H/3VC667J/3 VT667J/3  �VC733J/3

バックアップ-NX＊27

モジモジ-NX

携帯連携／ｉ ＊24

カラフル・プリント集＊10

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 ＊22 ＊23

DirectCD™3 ＊23 

CyberTrio-NX
携快電話2001N＊25

ADAMSナビ�

Timer-NX

ドラネットおためしメニュー�

FAX-NX
SmartVoice（Ver3.0）c＊17

VirusScan Ver4.0＊26

ビットキャストブラウザ Ver2.1

Smart Vision/TV ＊21

パソコンのいろは�
CyberCoach-NX
MAGIC FLIGHT 
キーボードファイター＊10

NEC SoftMPEG 1.0

CyberWarner-NX

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/RW書き込み�

ゲーム�

プレーヤ�
アプリケーション操作･サポート�

タイマー�

携帯電話関連�

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�
�

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�

音楽CD､ビデオCD再生�
ビデオCD再生�

擬似5.1ch再生�

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�
文豪DP/LANシリーズ コンバータ＊29データ変換�

iモード携帯電話連携�

囲碁�

ワープロ操作�
レッスン�
表計算操作�
レッスン�

トランプゲーム集�

キーボードタイプレッスン�

将棋�

麻雀�

テレビ録画（MPEG-2）再生�

テレビ･ビットキャスト受信�
Smart Vision/EPGテレビ番組表受信・表示�

ADAMS受信 �
文字放送受信�

着信音/メモリ編集�
システム保護�
システム監視�

データバックアップ�
キーボード設定�
メール受信設定�

Adobe® Acrobat™ Reader4.05

Video-out Utility
インストーラ-NX

Global English ＊28

招福麻雀 七福神�

サポートセンタ�
プレーヤ-NX ＊18

Dolby Headphone
音楽再生（MP3再生対応）�Jet-Audio Player ＊20

DVD Videoディスク再生�DVDプレーヤ＊19

インターネット カラオケキング ＊16  
インターネットカラオケ KaraOK! for Windows＊16 
ソリティア デラックス�

パソコン大学一年生 for 一太郎10
パソコン大学一年生 for Word2000 
パソコン大学一年生 for 三四郎9
パソコン大学一年生 for Excel2000

パソコン操作�
レッスン�

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�
マルチメディア一覧表示�

画像加工�
画像管理 �
ビデオ編集�

英日・日英翻訳�
ポータルサイト�

ホームページ作成�

ホームページ動画再生�

コペルニックライト�
チャット � BIGLOBEページャ�

ThumbsStudio Ver2.0/i＊3
Smart Gallery

Ulead VideoStudio Version 4.0 

－� －� －�－� －� ◎� －�

－� －� －�－� －� ◎� －�

DVDオーサリング�DVDit！ LE
－� －� －�－� －� ◎� －�MPEG2プラグイン�NEC MPEG2プラグイン for Ulead VideoStudio

Microsoft® Internet Explorer 5.01＊4

Shockwave Flash＊4
Shockwave Director ＊4

Microsoft® Outlook® Express＊4
しゃべっていいメール（Ver2.0）for SmartVoice

カラメル＊10

PostPet for Windows ver2.0jp 

PCポータル�

楽々はがき＊10

文字スタジオ＊10

写真スタジオ＊10

デジコレ＊10

フォトシアター＊10

Microsoft® FrontPage® Express＊4
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＊14

インターネット電話�Microsoft®Windows®Net Meeting＊4

筆王　平成12年編＊8

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2.1
NEWEBサインアップ�
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＊8�

�

駅すぱあと＊15

翻訳アダプタ　CROSSROAD（Ver3.0）＊13

■主なインストールソフトウェア一覧�

※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®98 Second Editionは､別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので､再イ
ンストールの際には必ず添付のバックアップCD-ROMをご利用ください｡尚､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:Voice一太郎10・花子10パック(Voice一太郎10、花子10、三四郎9、ATOK13、VoiceATOK3、Sasuke)に含まれます。VoiceATOK3はプリインストールさ
れていません。＊3:添付CD-ROMからインストールすることで、iモード画像変換機能が追加されます。�＊4:Microsoft® Windows®98 Second Editionに含ま
れます。＊5:Microsoft® Office 2000 Personal(Word2000、Excel2000、Outlook®2000、Bookshelf® Basic)に含まれます。＊6:図形作成ソフトウェアはVoice
一太郎10･花子10パックのみインストールされております｡＊7:簡易マニュアルのみ添付。添付の申込書により詳細マニュアルを別途購入することができます。
＊8:マニュアル添付。＊9:表計算、スケジュール管理、図形作成、辞書は含まれません。＊10:Justsystem Homeに含まれます。＊11:はじめに接続してから31日
間有効で体験時間は3時間です(2002年6月30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。＊12:本
サービスは有料(500円：税別)です。本サービスで入会した場合、割引特典は受けられません。＊13: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。＊14: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。＊15: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。＊16: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。＊17:音声入力を行うには添付のヘッドセットマイクをご使用ください。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。また、対
応アプリケーションについても、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、発声のスピードなど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必要があります。少なくとも５文を読み上げてください。＊18:各種CD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。＊19:各種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、DVD
タイトルによっては再生できない場合があります。＊20: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。＊21: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。＊22: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、アップグレード問合せ窓口(03-5643-8533)にお問い合わせください。＊23: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。＊24:使用できる携帯電話はiモード対応の機種
のみです。＊25:主な対応機種は、N502i(★),N501i,N208,N207,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。(但し★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)＊26: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、Network Associates 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。＊27: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。＊28:Microsoft® Internet Explorer 5.01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。＊29:文豪ミニシリーズおよび文豪JXシリーズのデ
ータは変換できません｡�



シャドーマスク管、フラットフェイス、低反射帯電防止処理� ダイヤモンドトロン®NF管、フルフラット、低反射帯電防止処理�

Office2000 Personal

32KB（CPU内蔵）�
�

133MHz（メモリバス：100MHz）�

256KB（CPU内蔵）�

64MB＊21（SDRAM-DIMM、PC100対応）�

128KB（CPU内蔵）�

64MB＊21（SDRAM-DIMM、PC100対応）�
512KB、プラグ&プレイ対応�

133MHz（メモリバス：100MHz）�

256KB（CPU内蔵）�

Intel®810E Chipset内蔵�

10～13MB＊21

－�

外付けステレオスピーカ添付�
エンハンストステレオ�

内蔵（約15GB＊34）�Ultra ATA-33対応 内蔵（約20GB＊22）�Ultra ATA-33対応� 内蔵（約30GB＊23）�Ultra ATA-33対応�
3.5型フロッピーディスクドライブ（720KB/1.2MB/1.44MB）×1＊31

1スロット（HDDで１スロット占有済）［空きスロット0］�
1スロット（CD-ROM、DVD-ROM、CD-R/RWまたはCD-R/RW with DVD-ROMで1スロット占有済）［空きスロット0］�

1スロット（ハーフ×1） ［空きスロット1］�

FAXモデムボード標準実装（専用スロットに標準装備）、Resume On Ring機能対応�

あり（内蔵HDDのモータON/OFF制御、省エネ対応ディスプレイの制御）�
AC100V±10%、50/60Hz

403（W）×420（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7.5kg
約18.8kg約12.1kg

R区分 0.033 R区分 0.016

Voice一太郎10・花子10パック�Justsystem Home Office 2000 Personal

R区分 0.014 R区分 0.012

約7.6kg
454（W）×186（D）×41（H）mm

約1.2kg

Windows®98 Second Edition ＊9、Windows®2000 Professional ＊13

31～69KHz
59～86Hz

86（W）×320（D）×305（H）mm（ゴム足、突起部除く）＊38

約31W（最大63W）�
スタンバイ時：約22W

約32W（最大64W）�
スタンバイ時：約22W

約34W（最大66W）�
スタンバイ時：約24W

約72W、スタンバイ時：8W以下�

最大14.4Kbps（V.17）�
最大56Kbps ＊8（K56flex TM、V.90対応）�

インテル®CeleronTMプロセッサ�
（533 MHz）�

Pentium®IIIプロセッサ�
（933 MHz）�

Pentium®IIIプロセッサ�
（667 MHz）�

インテル®CeleronTMプロセッサ�
（566 MHz）�

PCM 録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8～48KHz、全二重対応（モノラル、量子化8ビット時）�

キーボード、マウス、ステレオスピーカ、バックアップCD-ROM、アプリケーションCD-ROM、ガイドブック、Microsoft®Windows®98�
関連マニュアル、アプリケーションソフト関連マニュアル、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 

－�

－�

約0.2kg

標準表示範囲：300（W）×225（H）ｍｍ＊40 ＊42�

最大表示可能範囲：325（W）×243（H）ｍｍ＊41
標準表示範囲：260（W）×195（H）ｍｍ＊40�

最大表示可能範囲：280（W）×210（H）ｍｍ＊41

0.25mm

約100W、スタンバイ時：8W以下�

USBコネクタに接続、JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、スリープボタン、ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン、テンキー・12ファンクションキー付き、USBバスパワードハブ（2ポート）付き＊3  ＊30�

CD-R/RW with DVD-ROM内蔵＊4 ＊16�

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）�
�

【VALUESTAR Eの場合】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）【VALUESTAR Cの場合】光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力（丸形、光ミニジャク）＊26、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）【VALUESTAR Tの場合】光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力（丸形、光ミニジャク）＊26、ライン入力ｘ2（ステレオ、ミニジャック）＊5、ライン出力ｘ2（ステレオ、�ミニジャック）＊5、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）＊46、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）＊7 ＊35

VE667J/37D
PC-VE667J37D

VE933J/37D
PC-VE933J37D

VE53H/35B

66MHz（メモリバス：100MHz）�

PC-VE53H35B
VE56H/35C
PC-VE56H35C

VE56H/35D
PC-VE56H35D

VE667J/35D
PC-VE667J35D

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�

5型ベイ�
内蔵3.5型ベイ�

BIOS ROM（Flash ROM）�

最大� 増設RAMサブボードにより増設可能（最大256MB＊1）［DIMMスロット×2（内１スロットにメモリ実装済み）］�
ビデオRAM

IEEE1394（DV）� －�
サウンド/映像関連�

TVチューナー� 【VALUESTAR Tのみ】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�【VALUESTAR Tのみ】地上波データ放送（bitcast、ADAMS）、文字多重放送�
映像合成表示機能�【VALUESTAR Tのみ】DirectShow TM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�
ビデオ出力機能�

【VALUESTAR Tのみ】MPEG2（高画質モード：640×480ドット、7Mbps /標準画質モード：320×480ドット、6.2Mbps）、MPEG1（2Mbps）で録画可能。最長録画時間（標準画質モード）：約8時間30分（VT667J/3FD3）、約12時間（VT667J/3FD4）＊6＊28

4＊32（本体×2、キーボード×2 ＊30、コネクタ4ピン）�

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス�

【VALUESTAR Tのみ】TV等のビデオ入力を持つ機器へパソコン画面(DVD映像)の出力可能＊7

USB＊3

1（D-sub25ピン）�パラレル�

1（D-sub9ピン）�
1（ミニD-sub15ピン）�1（ミニD-sub15ピン）�
－�

2（LINE、TELEPHONE）、モジュラージャック�

シリアル�

FAXモデム�

ディスプレイ�

本体＊20

本体�

本体�

ディスプレイ�

ディスプレイ�

ディスプレイ�

マウス�

ディスプレイ� 17型CRT15型CRT

キーボード�

キーボード�

グラフィックアクセラレータ�
ディスプレイキャッシュ�

サラウンド機能�
ス
ピ
ー
カ�

キーボード�

ステレオスピーカ�

サラウンドスピーカ�

マウス� USBコネクタに接続、USB接続スクロール機能付きマウス（添付のキーボードにあるUSBコネクタに接続）�
フロッピーディスク�
固定ディスク ＊24

CD-R/RW with DVD-ROM�
CD-R/RW�
DVD-ROM  �
CD-ROM

CD-ROM内蔵＊16�
最大40倍速�

DVD-ROM内蔵 ＊4 ＊16 　�
　読込み：最大8倍速（DVD-ROM）、�
　　　　 最大40倍速（CD-ROM）�

音源�

解像度・表示色�

メインRAM

表
示
機
能�

サ
ウ
ン
ド
機
能�

入
力
装
置�

補
助
記
憶
装
置�

映
像
関
連
機
能
＊10
�

拡張スロット�

通信機能�

省電力機能�

データ通信�
FAX通信�

電源�
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

主なインストールソフト�
主な添付品�

ブラウン管�
表示寸法�

水平走査周波数�
垂直走査周波数�
ディスプレイプロセッサ�
表示解像度� 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、�

1,280×1,024ドット（自動切替）�
USBハブ ＊3

0.28mmドットピッチ ＊33

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 ＊14

PCIスロット�

アナログ�
専用�

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：増設RAMサブボード（128MB、DIMM）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。＊2：セットの液晶ディスプレイでは表示不可です。また、
VALUESTAR Tでは表示不可です。＊3：接続する周辺機器及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。 ＊4：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。＊5：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。＊6：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。 ＊7：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）＊8：56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は33.6Kbpsになります。＊9：別売のWindows®98、およびWindows®98 Second 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。ただし、PC98-
NXシリーズ英語版Windows®98 Second Editionキット（104英語USBキーボード付）（PS-NX9010-C2）は、当社のホームページ（http://121ware.com）で提供するドライバを使用することにより利用できます。＊10：VALUESTAR Tのみの機能です。＊11：1,024×768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。＊12：ディザリングにより最大発色数は、1,619万色となります。＊13：添付のソフトウェアは、Windows®2000 Professionalでは利用することはできません。＊14：ZVポート対応カードは使用できません。＊15：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。＊16：縦置き時、8cmCDは使用不可です。＊17：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。＊18：VALUESTAR Tのみ添付します。 ＊19：VALUESTAR Cのみ添付します。＊20：液晶ディスプレイセットモデルの場合、セットの液晶ディスプレイの消費電力を含みます。＊21：ビデオRAMはメインRAMを使用します。＊22：Windowsのシステムからは、容量が約18.6GBと認識されま
す。＊23：Windowsのシステムからは、容量が約27.9GBと認識されます。＊24：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。＊25：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。電池の平均寿命は約6ヶ月です。＊26：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
ヤー・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。＊27：乾電池の質量は含まれておりません。＊28：高画質モードによる最長録画時間は、約7時間30分（VT667J/3FD3）、約10時間40分（VT667J/3FD4）です。＊29：セットの15型CRTでは表示不可です。＊30：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。�
＊31：3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。＊32：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。＊33：17型CRT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。＊34：Windowsのシステムからは、容量が約13.9GBと認識されます。＊35：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。＊36：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。＊37：�VALUESTAR Cの場合、スタビライザ（縦置き台）およびリアカバー取り付け時は155（W）×361（D）×325（H）ｍｍ
です。VALUESTAR Tの場合、スタビライザ（縦置き台）取り付け時は、155（W）×337（D）×325（H）ｍｍです。＊38：スタビライザ（縦置き台）取り付け時は155（W）×320（D）×316（H）ｍｍです。＊39：お客様登録される際のアンケートでFDユニットのプレゼントを「希望する」と選択されたお客様へは、もれなくFDユニットをプレゼントいたします（2001年3月31日まで）。提供時期によりデ
ザイン、仕様等が変更される場合があります。＊40：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。＊41：接続する装置及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。＊42：1,280×1,024表示時は288（W）×230（H）ｍｍです。＊43：Windowsのシステムからは、容量が約37.2GBと認識されます。＊44：VT667J/3FD3のみ添付します。�
＊45：VT667J/3FD4のみ添付します。＊46：ビデオ入力からの映像はSmartVision/TVによる録画はできません。�
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社の商標または登録商標です｡■このカタログに記載の標準価格､仕様等の内容は2000年8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、「Justsystem Home 」をインストールしたモデル、一太郎モデルとは､アプリケーションソフトとして｢Voice 一太郎10･花子10 パック｣をプリイ
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｡●工場出荷時の解像度の設定について､初回のセットアップ時は800×600､それ以降は1,024×768ドットとなっております。別売のディスプレイを接続する際にはその解像度を表示可能なディスプレイが必要です｡●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｡
●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®95パッケージ､Windows®98パッケージ､及びWindows®98 Second Edition パッケージをインストール及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及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。●プリインストール及び、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。�

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

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：304（W）×228（H）mm

128MB＊21（SDRAM-DIMM、PC100対応）�

2ポート装備�

8～11MB＊21

640×480ドット：最大1,677万色＊15/800×600ドット：最大1,677万色＊15/1,024×768ドット：最大1,677万色＊15/�
1,280×1,024ドット：最大1,677万色＊2

640×480ドット：最大1,677万色 / 800×600ドット：最大1,677万色 / 1,024×768ドット：最大1,677万色/�
1,280×1,024ドット：最大1,677万色＊29

内蔵（約20GB＊22）Ultra ATA-33対応�

2スロット（ハーフ×2）、（IEEE1394（DV）ボードで1スロット占有済み）［空きスロット1］�2スロット（ハーフ×2）、（IEEE1394（DV）ボード、�
TVボードで2スロット占有済み）［空きスロット0］�

352（W）×210（D）×372（H）�381（W）×210（D）×397（H）mm

約7.7kg 約7.4kg 約7.6kg

Windows®98 Second Edition ＊9

R区分 0.016 R区分 0.018R区分 0.017

382（W）×179（D）×40（H）mm

0.297mm

Sage製JAG-D

106（W）×337（D）×315（H）mm（突起部除く）＊37

約44W（最大93W）�
スタンバイ時：約26W

約54W（最大103W）�
スタンバイ時：約26W

約56W（最大105W）�
スタンバイ時：約26W

約56W（最大105W）�
スタンバイ時：約26W

約56W（最大83W）�
スタンバイ時：約28W

VC667J/3FDVC667J/3XD

Pentium®IIIプロセッサ�
（733 MHz）�

Pentium®IIIプロセッサ�
（667 MHz）�

Pentium®IIIプロセッサ�
（667MHz）�

VT667J/3FD3VC733J/3FD
PC-VT667J3FD3

VT667J/3FD4
PC-VT667J3FD4PC-VC733J3FD

PCM録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート4～48KHz、全二重対応（モノラル、量子化8ビット時）、�
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）、最大同時発音数64音、Downloadable Sound（DLS）Level-1対応�

キーボード、マウス、ヘッドセットマイク、外付けステレオスピーカ＊44、外付けサラウンドスピーカシステム（5.1チャンネル対応）＊45、LINEケーブル＊18、ビデオ接続用変換ケーブル�
（ミニDIN7ピン→コンポジット）＊18、リアカバー＊19、バックアップCD-ROM、アプリケーションCD-ROM、ガイドブック、Microsoft®Windows®98関連マニュアル、アプリケーション�
ソフト関連マニュアル、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�

3（本体×1、液晶ディスプレイ×2、コネクタ4ピン）�

1（専用30ピン）＊17

2（6ピン×1、4ピン×1）＊36

－�

約6.3kg

0.279mm
－�
－�
Sage製Cheetah4

本体に含まれる�

0.3mm

添付の液晶ディスプレイに内蔵�

－�
ワイヤレス接続＊25、JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト準拠、電源ボタン、ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン、テンキー・12ファンクションキー付き�
ワイヤレス接続＊25、スクロール機能付きマウス�
外付け3.5型フロッピーディスクドライブユニット【別途提供】＊31 ＊39

CD-R/RW内蔵＊16��
読込み：最大32倍速（CD-ROM）�
書込み：最大4倍速（CD-R）、�
　　　最大4倍速（CD-RW）�

内蔵（約30GB＊23）Ultra ATA-33対応� 内蔵（約40GB＊43）Ultra ATA-33対応�
CD-R/RW内蔵＊16��
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/RWwithDVD-ROM内蔵＊4 ＊16��
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）�

添付の液晶ディスプレイに内蔵、�
外付けステレオスピーカ添付�

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（5.1チャンネル対応）�－�

PC-VC667J3FDPC-VC667J3XD

15型高輝度フルカラーTFT液晶＊12�15型フルカラーTFT液晶＊12�

4MB

約0.2kg＊27
約0.9kg＊27
約5.6kg

液晶ディスプレイ：640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット（自動切替）＊11、�
デジタルRGBインターフェイス（TMDS）�

14.1型フルカラーTFT液晶＊12�
－�

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.APC003
0007700001DM


