2020 春モデル
LAVIE VEGAカタログ

New Tech. New Expectations.

2020.7

アルマイトシルバー
LV750/RAS
LV650/RAS

アルマイトネイビー
LV950/RAL

プレミアムミラー
（ ガラス天板
）
LV750/RAL
LV650/RAL

第9世代 インテル ®
Core™ i7 プロセッサー搭載
LV950/RAL、
LV750/RAシリーズ

AMD Ryzen™ 7 3750H
プロセッサー搭載
LV650/RAシリーズ

※画像はイメージです。 ※画面ははめ込み合成で、
変更される可能性があります。
Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。
型名

基本OS

プロセッサー

LV950
/RAL

LV750

/RAシリーズ

第9世代
Core™ i7-9750H

Windows 10 Home

（2.60GHz/ 最大4.50GHz）

ディスプレイ

15.6型ワイド
スーパーシャインビュー
有機EL（広視野角）

メモリ

内蔵ストレージ

16GB

SSD（PCIe）約1TB+
インテル ® Optane™
メモリー

(Ultra HD 4K)

8GB

LV650

/RAシリーズ
※インテル

AMD Ryzen™ 7 3750H

（2.30GHz/ 最大4.00GHz）

Optane™ メモリーはお客さまのデータなどの保存用には使用できません。

New Tech. New Expectations.

15.6型ワイド
スーパーシャインビュー
LED IPS液晶（フルHD）

SSD（PCIe）約512GB+
インテル ® Optane™
メモリー
SSD（PCIe）約512GB

無線通信機能

セキュリティ

オフィスアプリ

顔認証カメラ
Windows
Hello対応

Microsoft
Office
Home &
Business
2019

Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応
IEEE802.11
（ ax/ac/a/b/g/n
）
Bluetooth®

Wi-Fi 5（867Mbps）対応
IEEE802.11
（ ac/a/b/g/n
）
Bluetooth®

（

）

目を見はる速さ、息をのむ美しさ。
高 精 細で 色再 現 性にすぐれた
「4K 対応有機ELディスプレイ」
（LV950/RAL、
LV750/RAシリーズ）

ディスプレイ

圧 倒的な処 理 性 能を誇る
「インテル ® Core ™ i7-9750 H プロセッサー」
（LV950/RAL、
LV750/RAシリーズ）

プロセッサー

コア /
OS やアプリを高 速で 起 動できる
「Intel ® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage 」

スレッド

高音 質で楽しめる「 YA M AHA サウンド」

（LV950/RAL、
LV750/RAシリーズ）
※インテル

Optane™ メモリーはお客さまのデータなどの保存用には使用できません。

メモリ

高画 質な写真の編 集も快 適に行える
「 大 容 量 16GBメモリ」
（LV950/RAL）

■ Windows アプリ一覧

◎：インストール済み
●：Webサイトやストアからインストールしてご利用

基本OS
OS
Microsoft Office Home & Business 2019
文書を作成する
表やグラフを作成する
電子メールやスケジュールの管理をする
プレゼンテーション用の資料を作成する
日常の生活やビジネスに役立つ
テンプレートなどをご紹介する
インターネット
ホームページを見る
安心・便利
やりたいことからアプリを探す
お子様でも安心して利用できる
Webページにすばやくアクセスする
コンピュータウイルスを検出、駆除する
古いPCから新しいPCへデータを移す
再セットアップ用メディアを作成する

GB

◆：NECサポートアプリ ◆印のアプリのみサポートを行っております（基本アプリ・NEC製アプリなど）
。本商品に添付されたアプリは、同一商品名の市販品と機能や仕様の点で異なる場合があり区別するために「for NEC」と
名称の最後に表記することがあります。その場合を含め、◆印以外のアプリに関しましては、アプリ製造元各社でサポートを行っておりますので、お問い合わせ先などは、添付のアプリ「LAVIEアプリナビ」をご覧ください。

Windows 10 Home 64ビット＊1
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft

◆

Word 2019＊2
Excel 2019＊2
Outlook 2019＊2
PowerPoint 2019＊2

楽しもう Office
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Microsoft Edge
Internet Explorer 11
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LAVIEアプリナビ

◆
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◎

キッズメニュー＊3

◆
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◎

◎

◆
◆

◎
◎
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◎
◎
◎

◎
◎
◎

＊4
ウイルスバスター クラウドTM
（使用期間限定版）
ファイナルパソコンデータ引越し for NEC＊5
再セットアップメディア作成ツール＊6

安心・便利
NECからの最新の更新プログラムを入手する
AV関連
動画を編集する
写真を編集・加工する
1枚の写真からアニメーションを作る
音楽の再生や曲の管理をする
ハイレゾ音源の再生や曲の管理をする
実用・趣味
様々な情報が集まる情報ポータル
はがきをつくる
OneNoteで講義ノートを作成する
大学生活お役立ちコンテンツを見る
情報をまとめて整理するデジタルノートブック
各種設定
PCの環境を設定する

LAVIEアップデート
CyberLink PowerDirector for NEC
CyberLink PhotoDirector for NEC
Adobe Creative Cloud フォトプラン
＊7
（12ヵ月版）
Corel® PhotoMirage™ Express for NEC
Windows Media Player
HiGrand Music Player

◆
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インフォボード
筆ぐるめ for NEC
＊8
LAVIEスゴ楽講義ノート
（OneNote用アドイン）
ペンペン＊3
OneNote

◆
◆

◎
◎
●
◎
◎

LAVIEかんたん設定

◆

◎

強さと美しさを両立。
Gorilla ® Glass を採 用し、
耐 衝 撃 性にすぐれた
「プレミアムミラーガラス天板 」
（LV950/RAL）

目指したのは、
“なじむ”こと。
指にフィットしやすい形状とプレミアムUVコーティング採用の
「こだわりのキーボード」
ジェスチャー機 能に対 応し、
マウスなしでも使いやすい
「高 精 度タッチパッド」
パスワード不要ですばやくサインインできる「Windows Hello 対応 顔認証機能」
スリープからでもスマホのようにすぐに使える「モダンスタンバイ」
高速データ転送や映像出力に対応した「Thunderbol t™ 3」
（LV950/RAL、
LV750/RAシリーズ）
画面を閉じた状態でも音楽再生や最新ニュースの確認ができる「音声認識機能」
超高速通信を実現した次世代無線LAN規格「Wi-Fi 6（11ax）
」
（LV950/RAL、
LV750/RAシリーズ）

生産時期により、インストールされているアプリが変更となる場合があります。アプリによっ
ては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となり
ます。アプリによっては、ご利用になれる期間や機能に一部制限があります。プリインストー
ルアプリは、市販のパッケージ商品と機能などが一部異なるものがあります。同じ名称のア
プリでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。すべて
の機能をご使用いただくには別途アップデートが必要な場合があります。セキュリティ関連
のアプリは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお
客様の設定によります。お客様が画像・音楽・データなどを記録
（録画・録音）
したものは、個人
として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。＊1：日本語版
です。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。また、基本OSのみの
再インストールは行えません。
＊2：本製品にはMicrosoft Officeの32ビット版がインストー
ルされています。ご利用になるにはインターネットへの接続とMicrosoft アカウントが必要
です。再インストールする場合は、専用サイトからダウンロードが必要になります。
＊3：Web
サイトです。既定のブラウザで起動します。
＊4：90日間無料でご利用になれます。それ以降
は有料になります。
＊5：アプリの移行はできません。すべてのデータの移行を保証するもの
ではありません。また著作権保護された映像や音楽などのデータは、移行してもご利用にな
れない場合があります。移行元の環境によっては正しく動作しない場合があります。
＊6：USB
メモリにのみ作成できます。
＊7：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop、20GBクラ
ウドストレージを利用可能なAdobe Creative Cloud フォトプランを12ヵ月利用できるラ
イセンスキーが付属しています。専用サイトからのアプリのダウンロードおよびインストール
が必要です。＊8：Web用OneNoteに写真を取り込むためのLAVIEオリジナルツール
（OneNote用アドイン）
です。Officeストアからの追加が必要です。

オプション

オプションのご購入にあたっては最寄りの販売店、またはNEC Directにご用命ください。

ACアダプタ
型番
PC-VP-BP137

品名
ACアダプタ

希望小売価格
（税抜） 質量
（電源コード除く）
10,000円
約327g

備考
標準添付品と同等

その他のオプション
型番

品名

希望小売価格（税抜） 質量

PC-VP-BK15

USB変換アダプタ

6,500円

約19g

PC-VP-BK11-01

USB-LAN変換
アダプタ
（Type-C）

8,000円

約20g

PC-VP-BK16

USB-HDMI変換
アダプタ

8,000円

約34g

備考
USB Type-Cポートに接続し、
USB Type-Aを使用できるようにするアダプタです。
USB Type-Cポートに接続し、有線LANを
使用できるようにするアダプタです。
1000BASE-Tに対応しています。
USB Type-Cポートに接続し、HDMI入力のプロジェクターや
外付けディスプレイに画面を出力できるようにするアダプタです。

※記載の価格は、2020年6月現在のものです。
価格は予告なく変更となる場合がありますので、
ご購入の際にはあらかじめ販売店へご確認ください。

エコマークに対応
（公財）日本環境協会
が制定した、パソコン
の 環 境 配 慮に関する
第三者認証ラベ ルで
す。製品の原料採取か
ら廃棄に至るまでのラ
イフサイクルで環境へ
の 負 荷 が 低 減できて
いるなど環境配慮に関
する認定基準を満たし
ています。エコマーク
の認定企業は、NECパ
ーソナルコンピュータ
株式会社です。
●LAVIE（ノートPC）
本体：第19119002
号

■ 商標について IntelとIntelのロゴ、インテル、Intel Optane、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です。AMD、AMD Arrowロゴならびにその組み合わせ、および、商標情報
（Trademark Information)のページに掲載されたその他の商標
（但しこれらに限定され
ません）
は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。TREND MICRO、
ウイルスバスター、
ウイルスバスタークラウド、およびデジタルライフサポート プレミアムは、
トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。Microsoft、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、
PowerPointロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。Adobe、Lightroom、Lightroom Classic、および Photoshopは、Adobe Systems Incorporated
（アドビ システムズ社）
の米国ならびに他の国における商標
または登録商標です。Corelおよび、PhotoMirageは、
カナダ、アメリカ合衆国および/またはその他の国のCorel Corporationおよび/またはその関連会社の商標または登録商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。ファイナルパソコン引越しおよびファイナルパソコンデータ引越しはAOSデータ株式会社の日本におけ
る商標です。PCMoverは、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。AudioEngineはヤマハ株式会社の商標です。HiGrand
Music Playerはヤマハ株式会社の商標または登録商標です。Gorilla Glassは、Corning Incorporated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。

写真を
楽しみつくそう。
Lightroomなどのショートカットを
簡単に利用できる「プロキー」
「Adobe Creative Cloud フォトプラン」
1年間利用権を添 付
●

利用できるデスクトップアプリ

Lightroom
●

Lightroom Classic Photoshop

利用できるクラウドサービス

20GB ストレージ/Adobe Fonts/Adobe Portfolio/Adobe Spark

※製品購入時、
上記アプリはインストールされていません。
ご利用になるには、
専用
サイトから各種アプリのダウンロードおよびインストールが必要になります。ダウン
ロードやご使用にあたっては、
インターネット接続環境が必要な場合があります。

本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例のように読み換えてください。
［ 例］
型名：LV950/RAL→ 型番：PC-LV950RAL
※画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。

商品の詳細仕様・最新情報は
ホームページをご覧ください。

ラインアップ

アルマイトネイビー

型名

※LV950/RALはプレミアムミラーガラス天板を採用しています。

LV950/RAL

LV750/RAL

アルマイトシルバー

LV750/RAS

LV650/RAL

LV650/RAS

Windows 10 Home ＊1＊2

OS
オフィスアプリ

Microsoft Off ice Home ＆ Business 2019

ディスプレイ

15.6型ワイド LED IPS液晶（フルHD）

15.6型ワイド 有機EL（広視野角）
（Ultra HD 4K）

パッと起動
ポイント

グラフィックスプロセッサ

インテル

UHD グラフィックス 630（プロセッサーに内蔵）

Radeon™ RX Vega 10 グラフィックス（プロセッサーに内蔵）

第9世代 Core™ i7-9750H
2.60GHz（最大4.50GHz）
[6コア/12スレッド]

プロセッサー

SSD（PCIe）約1TB＋
インテル ® Optane™ メモリー＊4 約32GB

内蔵ストレージ ＊3

SSD（PCIe）約512GB＋
インテル ® Optane™ メモリー＊4 約32GB

16GB（オンボード）デュアルチャネル対応（最大16GB）＊6

メモリ＊5

AMD Ryzen™ 7 3750H
2.30GHz（最大4.00GHz）
[4コア/8スレッド]
SSD（PCIe）約512GB

8GB（オンボード）デュアルチャネル対応（最大8GB）＊6

DVD/CDドライブ

ー
ヤマハ製ステレオスピーカ
（2W＋2W）
、
ヤマハ製 AudioEngine™ ＊7

サウンド

HD対応 92万画素

Webカメラ

本体左側面：USB 3.1 Type-C 2＊9＊11(USB Power

本体左側面：Thunderbolt™ 3（USB 3.1 Type-C） 2＊8＊9

外部インターフェイス

(USB Power Delivery 3.0対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、
DisplayPort出力機能付き)

Delivery 3.0対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力

本体右側面：USB 3.1 Type-C 2＊10＊11

セキュリティ

機能付き)、本体右側面：USB

3.1 Type-C 2＊10＊11

顔認証（Windows Hello対応）
microSDメモリーカード

microSDメモリーカード

メモリーカードスロット

（microSDHCメモリーカード、
microSDXCメモリーカード）
スロット＊12＊13＊14

（microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード）スロット＊13＊14＊15

Wi-Fi 6対応ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
、
Bluetooth

ワイヤレス機能
外形寸法（本体）
（突起部、バンプ部除く）

Wi-Fi 5対応ワイヤレスLAN
（IEEE802.11ac/a/b/g/n）
、
Bluetooth

359.8（W） 243.9（D） 18.3（H）
mm

質量 ＊16＊17
バッテリ駆動時間＊18（JEITA 2.0）

359.8（W） 243.8（D） 17.9（H）
mm

約1.9kg

約1.8kg

約1.9kg

約10.2時間

約10.4時間

約10.8時間

電源 ＊19＊20

リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100〜240V 10%、50/60Hz）

消費電力（標準時 ＊21 ／最大時）

約9W ／約95W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊22

12区分 35.6kWh/年(78%)

主な添付品

約8.9W ／約95W

約8.7W ／約95W

12区分 34.9kWh/年(88%)

12区分 28.2kWh/年(79%)

マニュアル＊23、
ACアダプタ、
保証書

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：日本語版です。添付のアプリは、
インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。OSのアップデートにより、
一部の機能やアプリが利用できなくなる場合があり
ます。＊2：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。＊3：1GBを10億バイト、
1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。＊4：お客さまのデータなどの保存用には使用できません。＊5：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。＊6：メモリの交換、
増設はできません。＊7：ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッ
ドフォンで利用できます。＊8：接続したThunderbolt™ 3対応機器の転送速度は最大40Gbps（理論値）
です。Thunderbolt™ 3対応機器やThunderbolt™ 3対応ケーブルは、Thunderbolt™ 3対応の正規認証品をご使用ください。Thunderbolt™ 3対応機器を接続するときのケーブルはThunderbolt™ 3対応製品に付属のケーブルをご使用ください。すべてのThunderbolt™ 3機器に
ついて動作や転送速度を保証するものではありません。＊9：最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器へ充電できます。USB Power Delivery対応の15W以上のACアダプタやモバイルバッテリからPCへの充電が可能です。ただし、
すべての対応機器の動作を保証するものではありません。＊10：USB以外の拡張機能はありません
（映像出力等）
。＊11：接続したUSB 3.1 Gen2
対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）
、
USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）
、
USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）
です。＊12：高速転送規格「UHS-I」
および「UHS-II」
に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度および、
使用するmicroSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。＊13：
「マルチメディアカード(MMC)」
はご利用できません。＊14：
「microSDメモリーカード」
「microSDHCメモリーカード」
、
「microSDXCメモリーカード」
、
の著作権保護機能(CPRM)および「SDIOカード」
に対応しておりません。すべてのmicroSDメモリーカード、
microSDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。＊15：高速転送規格「UHS-I」
に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース
速度および、使用するmicroSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。＊16：平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。＊17：主な付属品を含みません。＊18：バッテリ駆動時間は、
一般社団法人 電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）
（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）
に基づいて測定しためやすの時間です。
画面輝度、
省電力やワイヤレスLANなどの設定、
ご利用のアプリなどの使用環境によって、
実際のバッテリ駆動時間は異なります。なお、
詳しい測定条件は、
ホームページ（http://nec-lavie.jp/）→ 各シリーズページ →「仕様」
をご覧ください。＊19：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。＊20：標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。＊21：出荷構成(添付品、
周辺機器の接続なし)でOSを起動させた状態での測定 値です。＊22：エネルギー消費効率とは、JIS C 62623：2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達 成率の表示語Aは達 成率100%以上110%未 満、AAは達 成率110%以上140%未 満、AAAは達 成率140%以上を示します。＊23：マニュアルの一部はWeb参照が 必要になります。

カタログ掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください
■ カタログについてのご注意
●このカタログで使用している商品は、
本カタログおよび広告用に撮影したものです。
そのため、
実際の商品とはデザイン、
外観などで多少異なることがあります。
実際の商品につきましては、
取扱販売店でご
確認ください。
●このカタログに記載された仕様、
価格、
デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することが
あります。
最新の情報はホームページ
（http://nec-lavie.jp/）
をご覧ください。
●写真は印刷のため、
商品の色と多少異な
る場合があります。
●このカタログに記載の内容は、
特に別の記載がない場合、
このカタログに掲載された商品のみに関す
る内容となります。
●商品写真の大きさは同比率ではありません。
●画面はハメコミ合成です。
●画面写真に使用したアプ
リはデモンストレーション用で、
販売されていない場合があります。
●プリインストールおよび、
添付アプリのバージョンや
詳細機能などは、
予告なしに変更することがあります。
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。
●この
カタログに記載の機能を実現するために、
別売のオプションが必要になる場合があります。
●SSD容量は特に記載がない
2
3
4
1GB＝1000 バイト、
1TB＝1000 バイト換算値です。
1MB＝10242バイト、
1GB＝10243バイ
場合、
1MB＝1000 バイト、
ト、
1TB＝10244バイト換算のものとは表記上同容量でも、
実容量は少なくなりますのでご注意ください。
OSから認識でき
る容量は、
実際の値より少なく表示されることがあります。
■ 商品についてのご注意
●本カタログに掲載の商品は、
個人・家庭／SOHO用です。
●本カタログに掲載の商品は、
VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
●増設する拡張機器によっては､本体標準の一部機能と排他利用
となります｡●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません｡なお､プログラムを止められなくなった時や､うまくプロ
グラムが立ち上がらない時などの場合は､本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です｡●本商品には、
有寿
命部品
（ディスプレイ、
SSD、
電源、
ACアダプタ、
マザーボード等の内蔵基板など）
が含まれています。
安定してご使用いた
だくためには、
定期的な保守による部品交換が必要になります。
特に、
長時間連続して使用する場合には、
安全などの観点
から早期の部品交換が必要です。
特に記載のない限り有寿命部品の交換時期の目安は、
使用頻度や条件により異なりま
すが、
1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。
●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重
要です。
詳細はホームページ
（https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006541）
をご覧
ください。
●別売のOSをインストールおよび利用することはできません｡●本商品にインストール済みのアプリは､別売
のパッケージ商品と一部異なるところがあります｡●本商品にインストール済みのアプリおよび別売のアプリをご使用に
なる際､一部の機能でプリンタ､スキャナ､デジタルカメラなど拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります｡●別途ご
購入されているアプリの動作に関しては、
パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認の上、
お客様の責任において使用
してくださるようお願いいたします。
●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。
●本商品の補修用性能部品の保
有期間は製造打切後6年です。
●本商品の保証については、
ハードウェアのみに対し適用されます。
●保証書はご記入項
目をお確かめの上、
大切に保管してください。
●本商品
（アプリを含む）
は日本国内仕様であり、
NECパーソナルコンピュー
タでは海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。
●本商品に添付のマニュアル
（取扱説明書）
にお
ける使用上の注意事項にある記載内容を遵守せず、
損害などが発生した場合、
NECパーソナルコンピュータでは一切責
任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●本商品は、
24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様
にはなっておりません。
●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。
●本カタログに掲載の商品は、
品薄、

品切れになる場合があります。
取扱販売店にお確かめの上、
お選びください。
●パソコンの導入にあたっての配送・設置・
インストール・操作指導などに要する費用は、
本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。
詳しく
は、
取扱販売店にお問い合わせください。
●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。
●パソコ
ンを廃棄・譲渡する際に、
重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、
SSDなどの全データをお客様の責
任において消去していただくことが重要になります。
データの消去には本商品に搭載の
「内蔵ストレージデータ消去機能」
あ る い は 専 用 ア プ リ サ ー ビ ス（ 有 償 ）を ご 利 用 い た だ くこ と を お す す め し ま す 。詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ
（https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=005595）
をご覧ください。
●本商品には、
再
セットアップ用の媒体
（CD-ROM/DVD-ROM）
は添付されておりません。
●PC用バッテリの詳細についてはホームペー
ジ
（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14）
をご覧ください。
■ 電波に関するご注意 ［ワイヤレスLAN、
Bluetooth®対応商品］
●病院内や航空機内など電子機 ワイヤレスLAN（2.4GHz）
器、
無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。
機器の電子回路に影響を与え、 2.4 DS/OF 4
誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、
本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。 ［ワイヤレスLAN（2.4GHz） Bluetooth
2.4 FH 8
IEEE802.11b／IEEE802.11g／IEEE802.11n／IEEE802.11ax、Bluetooth ®対応商品］
●本商品では、
2.4GHz帯域の電波を使用しています。
この周波数帯域では、
電子レンジなどの産業・科学・医療機器の
ほか、
他の同種無線局、
工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、
免許を要しない特定
小電力無線局、
アマチュア無線局など
（以下
「他の無線局」
と略す）
が運用されています。
●IEEE802.11b／ IEEE802.11g／
IEEE802.11n／IEEE802.11ax規格ワイヤレスLANを使用する前に、
近くで
「他の無線局」
が運用されていないことを確認
してください。
●万一、
本商品と
「他の無線局」
との間に電波干渉が発生した場合は、
速やかに本商品の使用チャンネルを変
更するか、
使用場所を変えるか、
または機器の運用を停止
（電波の発射を停止）
してください。
●電波干渉の事例が発生し、
お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。 ［ワイヤレスLAN（5GHz）
IEEE802.11a／IEEE802.11n／IEEE802.11ac／IEEE802.11ax対応商品］●IEEE802.11a（W52/W53）、
IEEE802.11n
（W52/W53）
、
IEEE802.11ac
（W52/W53）
およびIEEE802.11ax
（W52/W53）
ワイヤレスLANの使用は、
電波法令により屋内に限定されます
（高出力システムと通信する場合を除く）
。
●5GHz帯ワイヤレスLANは、
IEEE802.11a
（W52/W53/W56）、IEEE802.11n（W52/W53/W56）、IEEE802.11ac（W52/W53/W56）およびIEEE802.11ax
（W52/W53/W56）
準拠です。
W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
詳細はホー
ムページ
（http://home.jeita.or.jp/page̲ﬁle/20150518140317̲EKt1H2lITb.pdf）
をご覧ください。
●接続する周辺機器および利用するアプリが、
各種インターフェイスに対応している必要
■ 周辺機器接続について
があります。
●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。
●USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。
USB 2.0/USB 3.0/USB 3.1で動作するには各々の規格に対応した周辺機器が必要です。
●他メーカ製増設機器、
および
増設機器に添付のアプリにつきましては、
動作を保証するものではありません。
他メーカ製品との接続は、
各メーカにご確
認の上、
お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
■ 著作権に関するご注意
●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツ
の複製や改変を行う場合、
複製元の媒体などについて、
著作権を保有していなかったり、
著作権者から複製や改変の許諾

※最新の情報は、https://support.nec-lavie.jp/121cc/ でご確認ください。
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を得ていない場合、
利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
●複製の際は、
複製元の媒体の利用許諾
条件、
複製などに関する注意事項にしたがってください。
●お客様が録音・録画したものは、
個人として楽しむなどのほか
には、
著作権法上、
著作権者に無断で使用することはできません。
■ 64ビット対応OS
（Windows 10）
についてのご注意
●本製品に搭載されているWindows 10は64ビット対応
OSになります。
本OSでは16ビット版用のアプリは、
動作しません。
そのほか一部の市販アプリや周辺機器では、
64ビット
版OSでは動作しないものがあります。
ご利用になられるアプリや周辺機器が64ビット版OSに対応しているか事前にご
確認ください。

再セットアップに関するご注意事項
万一パソコンのシステムがエラーをおこした場合に備えて、初回セットアップ後に再セットアップ用メディアの作成を強
くお勧めします。通常SSDから直接再セットアップを行えますが、再セットアップ領域が破損した場合などは再セット
アップ用メディアが必要となる場合があります。詳細は、マニュアルをご覧ください。なお、再セットアップ用メディア
を作成されていない場合は、再セットアップ用メディアを販売しています。詳細は、
「メディアオーダーセンター」ホー
ムページ（https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/）をご覧ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項
液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。非常に高精
度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が
見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。こ
れらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので
あらかじめご了承ください。詳しくは、JEITAガイドラインホームページ（http://home.jeita.or.jp/page̲
ﬁle/20110511155520̲QPHs9e7Z80.pdf）をご覧ください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（SSD
など）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が
作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や
誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、NECパーソナルコ
ンピュータではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

