オフィス用途に適した
高性能ビジネスPC
PC98-NXシリーズ

メイト

ビジネスのために、
環境のために、
PCにできること。
高度な処理能力はもとより、
省電力・省スペース化など
環境面にも配慮した先進技術を結集。
Mate新ラインアップ

MF（液晶一体型）

タイプ

ME

タイプ

◆Windows Vista® Business with Service Pack 1（SP1）正規版

選べるOS

◆Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1（SP1）正規版
◆Windows Vista® Business with Service Pack 1（SP1）正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
このカタログに記載の価格、仕様等の内容は2008年5月13日現在のものです。

環境への配慮とセキュリティ強化。
価値ある 進化 を提供するMate
NEC ビジネスPCの
環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、
製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。
また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

製品の開発・生産時から使用後まで一貫してエコロジーに配慮
環境に配慮した素材の使用
・再生プラスチック
・マニュアルの電子化
・再セットアップ媒体のHDD格納＊1＊2
・緩衝材に発泡スチロールを使用せず、
段ボールのみを使用した梱包箱＊2

環境規格・ガイドラインに対応

＊2

生産

導入

＊1：Windows Vista ®モデルの場合。
＊2：液晶ディスプレイを除く。

・J-Mossグリーンマーク対応
・RoHS指令対応
・PCグリーンラベル対応
・グリーン購入ガイドライン対応＊
・VOCガイドライン基準達成
＊：液晶ディスプレイを除く。

使用済みのPCを買い取りしてリユース
・ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPC（NEC製）の
買い取りサービスを実施、再生作業後に別のお客様にご提供
・製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減

再生

運用

・省エネ法基準達成＊1
・国際エネルギースタープログラム基準達成＊2

パソコン買い取りサービスhttp://www.necp.co.jp/kaitori/をご覧ください。

★NEC リフレッシュPC 植林プロジェクト

詳細はhttp://121ware.com/navigate/support/aﬀorestation/
をご覧ください。
地球温暖化防止であるCO 2削減に、
お客様にもご参加いただけるプロジェクトです。

環境配慮事項および対応の詳細については
P7をご覧ください。

国際エネルギースタープログラム
2007年7月20日に、従来より厳しい基 準に改定施行されました。Mateは、
「タイプME＊」が国際エネルギースタープログラムの基準に適合しております。
＊：MY26F/E-5、
MY31A/E-5、
MY30A/E-5、
MY28A/E-5はメモリ1GB以上を搭載し、
GeForce®
8400 GSおよび増設HDD未搭載時。
MY20L/E-5、
MY18X/E-5はGeForce® 8400 GSおよび
増設HDD未搭載時。
※P7の「環境配慮事項」もあわせてご覧ください。

タイプ

ME
Vista
Business

XP
インストール
サービス

MY26F/E-5

インテル® Core™2 Quad
プロセッサー Q9450（2.66GHz）

MY31A/E-5

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E8500（3.16GHz）

MY30A/E-5

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E8400（3GHz）

MY28A/E-5

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E8300（2.83GHz）

MY20L/E-5

インテル® Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー E2180（2GHz）

MY18X/E-5

インテル® Celeron ®
プロセッサー 430（1.80GHz）

2

省エネ設計

＊1：液晶ディスプレイは対象外。
＊2：一部のPCのみ。

NECでは、独自の基準にて、ご購入前から
ご使用後まで、お客様はもとより環境にも
配慮したPCづくりを推進しております。
http://nec8.com/pc/
詳細は
→［ずっと続く、安心。］をご覧ください。

Core™2 Quad搭載機をはじめ、
次世代テクノロジを結集したハイエンドPC
■主なセキュリティ機能

※詳しくはP8〜P11をご覧ください。

DeviceProtector
セキュリティチップ
Always アップデートエージェント
NEC Authentication A gent
ウイルス検出・駆除
ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去

■選択可能なセキュリティ機能

■対応している主な機能
マルチコア・プロセッサー

MY18X/E-5を除く

vPro™ テクノロジー インテル®
Core™2 プロセッサー

MY20L/E-5、
MY18X/E-5を除く

USB2.0×6ポート
LAN
（ギガビットイーサネット）
■選択可能な主な機能

SecureRedirector
FeliCaポート
（外付け）
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード
ミラーリング
（RAID 1）
Standby Rescue Multi

GeForce ® 8400 GS
（PCI Express x16）
増設HDD

FeliCaカード認証対応

指紋認証対応

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載

※エコマークの
認定企業は、
NECパーソナル
プロダクツ
株式会社です。

本体：第06119002号

NECがおすすめするWindows Vista® Business
プレミアム ロゴ モデル

FeliCaカード認証対応

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載

指紋認証用の
「指紋センサ機能付き
USB小型キーボード」
を選択可能なモデル

SecureRedirector対応

プレミアム ロゴ モデル プレミアム ロゴ モデルをご用意
Vista
Business

Windows Vista ®
Business
選択可能

Vista
Home
Basic

Windows Vista ®
Home Basic
選択可能

Windows XP Professional

XP
＊
インストール インストールサービス 適用可能
サービス ＊：サービス内容につきましては

P28をご覧ください。

タイプMF（液晶一体型）
タイプMC（コンパクトタワー型）
SecureRedirector対応
Vista
Business

XP
インストール
サービス

Vista
Business

Vista
Home
Basic

Vista
Home
Basic

XP
インストール
サービス

XP
インストール
サービス

Environment

Vista
Home
Basic

Line Up

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載

省スペース性
＊

より快適にお使いいただくために全機種に
「3年標準保証
（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス） 」
を採用しております。
＊：詳細につきましては、P12をご覧ください。

NECビジネスPC（Mate・VersaPro）/Express5800情報発信サイト
■NECビジネスPCの環境への取り組み
■ラインアップ紹介
タイプME
タイプMA/タイプMC（コンパクトタワー型）/タイプMF（液晶一体型）
■拡張機器（主なもの）
■環境配慮事項
■［信頼性］NECのセキュリティソリューション
■［信頼性］安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制
保証サービス・保険付保証サービス・保守パック

P2
P2〜
P4〜
P6
P7
P8〜
P12〜

2007年7月20日より、
厳しい基準に改定施行された国際エネルギー
スタープログラムの基準に適合＊1。従来モデル比約2割減の低
消費電力を実現＊2し、
省エネルギーで環境に配慮しています。
＊1：MY26F/E-5、
MY31A/E-5、
MY30A/E-5、
MY28A/E-5はメモリ1GB以上を搭載し、
GeForce® 8400 GSおよび増設HDD未搭載時。
MY20L/E-5、
MY18X/E-5は
GeForce ® 8400 GSおよび増設HDD未搭載時。
＊2： MY28A/E-5と従来機MY18A/E-3との比較。

テクノロジー インテル

®

Core™2

■フリーセレクションメニュー 1
■フリーセレクションメニュー 2
■スマートセレクションメニュー 1 / NECの取り組み
■スマートセレクションメニュー 2 / PCカスタマイズサービス
■仕様一覧
■ソフトウェア
■ディスプレイ紹介
■Windows XP Professionalインストールサービスについて

P14〜
P16〜
P18〜
P20〜
P22〜
P26
P27
P28

HDD

スマート筐体

国際エネルギースタープログラム対応

vPro™

http://nec8.com/

プロセッサーに対応＊

vPro™

テクノロジー インテル® Core™ 2 プロセッサー対応PC＊では、
セキュリティ
機能や保守・管理機能を強化する
「インテル® VT」
「
、インテル® AMT」
に対応。
さらに、
インテル® Core™2 Duo プロセッサーおよびインテル® Core™2 Quad プロセッサー
を搭載することにより、
高いパフォーマンスと低消費電力を提供します。

＊：MY26F/E-5、
MY31A/E-5、
MY30A/E-5およびMY28A/E-5のみ対応。
※vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサーの詳細については、
http://www.intel.co.jp/jp/gopro/をご覧ください。

クアッドコア・プロセッサーで高いパフォーマンスを発揮
4つのコアを搭載したインテル® Core™2 Quad プロセッサーは負荷の高い作業にも
優れたパフォーマンスを発揮します。

増設HDD

●増設HDD、FDDなど柔軟な構成が可能
増設HDDを搭載して、
ミラーリング
（RAID 1）
やStandby Rescue Multiなどでバックアップ
システムも実現可能。FDDの有無もセレク
ションメニューにて選択できます。
また、
薄型
スタビライザ（標 準添付）の採 用により、
本体側面のスペースを有効活用できます。

DVD/CDドライブ
（薄型）
約345mm
FDD
USBポート

Free Selection

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載

Reliability

タイプMA

Vista
Business

セキュリティチップ搭載
セキュリティを強化する専用
ハードウェアを搭載したモデル

内蔵HDDからの情報漏えい対策用
「SecureRedirector」を選択可能なモデル

XP
インストール
サービス

Specification Smart Selection

Vista
Business

指紋認証対応

「FeliCaポート（外付け）」を
選択可能なモデル

薄型スタビライザ
約88mm

※写真は「FDD」選択時。

筐体アクセントカラー

Software

機能・性能

タイプME

●用途や仕様別に色分けすると管理が容易に
フリーセレクションメニューにて
本体のアクセントカラーがお選びいただけます。

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

ダークブルー エレガント
グリーン

エレガント
シルバー

イージーメンテナンス筐体
●メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮
工具不要で筐体カバーの開閉が可能なイージーメンテナンス筐体を採用しています。
1

2

3

4

デュアルディスプレイ機能
●2つのディスプレイを併用して作業効率アップへ
タイプMEではNVIDIA® GeForce® 8400 GS
を選択することで、
2つのディスプレイに各々ア
プリケーションソフトを表示し並行作業が可能
なデュアルディスプレイ機能をサポート。
様々な
シーンで作業効率アップに貢献します。
※P14、P15もあわせてご覧ください。
※NVIDIA® GeForce® 8400 GSを選択し、
本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台アナログ接続した場合にサポート。

左右のスライドストッパを下に カバーを前後に水平に
ずらして、
ロックを解除します。 滑らせます。

カバーを上に開け、
はずします。

HDDはケーブルを外したあとレバーを
引っ張るだけで簡単に着脱できます。

Windows Vista ® Businessのプレミアム ロゴ モデルもご用意
タイプMEでは「Windows Vista® 」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たす
PCに与えられる
「Windows Vista® プレミアム ロゴ」
マークを取得したモデルをご用意。
詳しくは
http://nec8.com/mate/→
〔タイプME〕
をご覧ください。
3

先進CPUやグラフィックス強化など、
多彩なモデル構成でビジネスを牽引

タイプ

MA
Vista
Business

Vista
Home
Basic

■主なセキュリティ機能

XP
インストール
サービス

DeviceProtector
セキュリティチップ
Always アップデートエージェント
NEC Authentication Ag ent
ウイルス検出・駆除
ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去

MY31A/A-5

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E8500（3.16GHz）

MY28A/A-5

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E8300（2.83GHz）

■選択可能なセキュリティ機能

SecureRedirector
FeliCaポート
（外付け）
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード

MY24R/A-5

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E4600（2.40GHz）

デュアルコア・プロセッサー

MY18X/A-5を除く

USB2.0×6ポート
LAN
（ギガビットイーサネット）
■選択可能な主な機能

GeForce ® 8400 GS
（PCI Express x16）

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載

MY20L/A-5
®

■対応している主な機能

※詳しくはP8〜P11をご覧ください。

®

インテル Pentium デュアルコア・
プロセッサー E2180（2GHz）

MY18X/A-5

インテル® Celeron ®
プロセッサー 430（1.80GHz）

本体：第06119002号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

タイプ

基本機能に特化した幅66mm の
薄型コストパフォーマンスPC

MC

＊

（コンパクトタワー型）

＊突起物を除く。

■主なセキュリティ機能

Vista
Business

Vista
Home
Basic

XP
インストール
サービス

DeviceProtector
ウイルス検出・駆除
ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去

デュアルコア・プロセッサー

MY20L/C-5のみ対応

USB2.0×6ポート
LAN
（ギガビットイーサネット）

■選択可能なセキュリティ機能

MY20L/C-5

SecureRedirector

インテル® Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー E2180（2GHz）

SecureRedirector対応

MY18X/C-5
®

■対応している主な機能

※詳しくはP8〜P11をご覧ください。

®

インテル Celeron
プロセッサー 430（1.80GHz）

本体：第06119002号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

タイプ

MF

（液晶一体型）
Vista
Business

Vista
Home
Basic

XP
インストール
サービス

17型 SXGA TFT
15 型 XGA TFT

E-5 MY18X/FE-5
MY24R/FE-5 MY20L/F

18X /FR-5
MY24R /FR-5 MY

MY24R/FE-5

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E4600（2.40GHz）

MY24R/FR-5

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E4600（2.40GHz）

MY20L/FE-5

インテル® Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー E2180（2GHz）

MY18X/FE-5

先進技術と省スペースへのこだわりを
凝縮した高機能スタイリッシュPC
■主なセキュリティ機能

■対応している主な機能

※詳しくはP8〜P11をご覧ください。

DeviceProtector
セキュリティチップ
Always アップデートエージェント
NEC Authentication Ag ent
ウイルス検出・駆除
ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去

デュアルコア・プロセッサー

MY18X/FE-5、
MY18X/FR-5を除く

USB2.0×6ポート
LAN
（ギガビットイーサネット）
■選択可能な主な機能

無線LAN
（IEEE802.11a/b/g）
FDDと無線LANは同時選択できません。

■選択可能なセキュリティ機能

SecureRedirector
FeliCaポート
（外付け）
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード

FeliCaカード認証対応

指紋認証対応

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載

インテル® Celeron ®
プロセッサー 430（1.80GHz）

MY18X/FR-5

インテル® Celeron ®
プロセッサー 430（1.80GHz）

本体：第06119003号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。
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NECがおすすめするWindows Vista® Business

インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載で高いパフォーマンスを発揮

1

【MY18X/A-5】
®
®
インテル Celeron
プロセッサー 430（1.80GHz）
約1.2倍

®
GeForce 8400 GS搭載時

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

※このベンチマークはPCMark®05
（PCMark Score）
で下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕
【MY28A/A-5】
CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300（2.83GHz）
OS：Windows Vista® Business 正規版 メモリ：1GB×2

1

【MY24R/A-5】
インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E4600（2.40GHz）

約1.9倍

【MY28A/A-5】
®
インテル Core™2 Duo
プロセッサー E8300（2.83GHz）

約2.4倍
1

筐体アクセントカラー
●用途や仕様別に色分けすると管理が容易に
フリーセレクションメニューにて
本体のアクセントカラーがお選びいただけます。
※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

1.5

2.0

2.5

※このベンチマークはSYSmark® 2007 Previewで下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕
〈共通〉OS：Windows Vista ® Business 正規版 メモリ：1GB×2
チップセット：インテル® G33 Expressチップセット グラフィックアクセラレータ：インテル® GMA 3100
（チップセット内蔵）
【MY18X/A-5】CPU：インテル® Celeron ® プロセッサー 430（1.80GHz）
【MY24R/A-5】CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー E4600（2.40GHz）
【MY28A/A-5】CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8300（2.83GHz）

ダーク
ブルー

ダーク
ブラウン

エレガント
シルバー

机上空間への配慮

★：パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。
システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

Reliability

インテル® GMA 3100
®
（インテル G33 Express
チップセット内蔵）使用時

●インテル ® Celeron ® プロセッサーおよびインテル ® Core™2 Duo
プロセッサーのパフォーマンス比較★

FDDの有無をセレクションメニューにて選択可能
●小型キーボードを選択可能
「PS/2 109キーボード」や「USB 109キー
ボード」と比べ、より省スペースに配置
できる「テンキー付きPS/2小型キーボー
ド」
をセレクションメニューに用意。

DVD/CDドライブ
（薄型）

DVD/CDドライブ

FDD

FDD
+DVD/CDドライブを
選択の場合

FDDなし
+DVD/CDドライブを
選択の場合

Free Selection

●本体側面に有効スペースを創出
幅約66mm
（縦置き時）
の薄型コンパクトな
筐体設計と薄型スタビライザ（標準添付）
の採用により、本体
側面スペースの有効
活用に貢献します。

※写真は「FDD+DVDスーパー
マルチドライブ
（薄型）
」
選択時。

※写真は「DVDスーパーマルチ
ドライブ」選択時。

DeviceProtector
USB接続のキーボードやマウス等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可にできる
など運用性に優れたソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。USBに限らず各種
インターフェイスへの書き込みを制限することができ、
機密データ流出防止に有効です。

■PS/2 109キーボード

※詳しくはP9をご覧ください。

薄型スタビライザ
約72mm
■テンキー付きPS/2小型キーボード

管理者よりこのデバイスの
使用は禁止されています。

未許可の
USB機器を接続

約66mm

省スペース筐体

未許可のUSB機器が接続さ
れた場合、警告画面を表示し
て使用を禁止することが可能

デュアルディスプレイ機能

●無理なく書類を広げられる机上スペースを提供
液晶ディスプレイ分ほどのスペースに設置できる省スペース筐体により、ゆとり
ある机上空間を提供します。

●2つのディスプレイをシーンに応じて併用
本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用
が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

■配置イメージ比較

※P14、P15もあわせてご覧ください。
※本カタログ掲載の液晶ディスプレイをアナログ接続した場合のみサポート。ディスプ
レイを接続する際は標準搭載ミニD-Sub15ピン（アナログ接続）をご使用ください。

Software

※写真は
「FDD+DVDスーパーマルチ
ドライブ（薄型）」選択時。

情報の持ち
出しを制限
します。

警告

例）USB機器の
利用を制限

Line Up

●GeForce® 8400 GSとチップセット内蔵グラフィックアクセラレータとの比較★

Environment

グラフィック性能が向上するグラフィックアクセラレータボード
「GeForce ® 8400 GS」を選択可能

Specification Smart Selection

グラフィックアクセラレータボードを選択可能

主要インターフェイスをすべて装備
●容易に手が届く位置に主要インターフェイスを網羅
PCカードスロット×2

タイプME+17型TFT液晶ディスプレイ
+テンキー付きPS/2小型キーボード
＆PS/2マウスの構成での配置例

タイプMF+テンキー付きPS/2小型キーボード
（黒）
＆光センサー PS/2マウス
の構成での配置例

USB2.0ポート×4

DVD/CD
ドライブ（薄型）

ケーブルが少ないから設置が容易
●ケーブル類が少なく受付にもスマートに配置可能
ケーブル類が少ないため管理者工数
左右回転170°
も少なく設置が容易。
本体背面を見せ
ることの多い受付・窓口にもスマート
に配置できます。
対面業務に便利なチ
ルト、回転機構を装備。キーボードを
使用しない時はスタンド部に収納し、 ■筐体回転（左85°
、
右85°
）
（台座底面部分に回転台を装備）
机上の有効活用が可能です。

チルト
（上向き15°
）

FDD

キーボード収納

■チルトおよびキーボード
収納のイメージ図

USB2.0ポート×2
LANポート×1
PS/2ポート×2

シリアルポート×1
ディスプレイ
インターフェイス
（アナログRGB）
×1

ケーブル抜けを防ぐ
「ケーブルホルダー」
を
標準添付

パラレルポート×1

※写真はFDD選択時。
※FDDと無線LANは同時に選択できません。
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Mateシリーズは利便性を追求し、ビジネスシーンに貢献します
ビジネスを守る、高度なセキュリティ技術
パスワード管理・入力の煩雑さを、
FeliCa認証で解消

高度な個人認証を実現する
「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」

タイプME タイプMA タイプMF

タイプME タイプMA タイプMF

FeliCa技術を採用した非接触ICカードを媒体と
して個人認証を実現する「FeliCaポート（外付
け）」を選択可能＊1。添付ソフトウェアの「NEC
Authentication Agent」＊2を利用して、高度な認
証ソリューションを提供します。

＊1：Windows Vista ® BusinessまたはWindows XP
Professionalインストールサービス適用のみ選択
可能です。プリインストールおよび再セットアップ
用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを
利 用して 再セットアップしたWindows Vista ®
BusinessまたはWindows® XP Professional以外
では使用できません。
＊2：Edy機能搭載カードによる認証が可能です。

「指紋センサ（ライン型）」を搭載したUSBキーボードをセレクションメニューに用意＊1。
「同じ指紋を持った人はいない」
「一生変わらない」
と言われる指紋の特性を活かした個人認証を行うことで、
従来のようなパスワード入力の手間や複数の
パスワードを覚えておく必要がなくなります。

右側面に
強化USBコネクタを装備

挿 抜1万 回
サポート

認証鍵としても利用可能な
「USBメモリ」
タイプME タイプMA タイプMF

セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1
万回をサポートしたUSBポートを右側面
に搭載。また、本キーボードと共に選択
可能なUSBメモリと添付ソフトウェア
「NEC Authentication Agent」を用いる
ことにより、USBメモリと指紋を組み合
わせた高度なログオン認証が可能です。

USBメモリを鍵として用いた個人認証
が 可能なUSBメモリをセレクション
メニューに用意＊。
＊：
「指 紋センサ 機 能 付きUSB 小 型キー
ボード+USBメモリ」を選 択する必 要
があります。

■指紋センサ（ライン型）

■指紋センサ機能付きUSB小型キーボード

細部まで行き届いた、快適への配慮
「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

タイプME タイプMA タイプMC

全モデル対応

ディスプレイなどの電源プラグを接続できる
便利なサービスコンセント付き電源コード
を標準添付。

「薄型スタビライザ」でデッドスペースを抑制
タイプME

本体背面をすっきりと

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

タイプMA タイプMC

机上スペースを有効活用できる薄型
スタビライザを標準添付。
写真はタイプME

タイプME

別売の背面コネクタカバーを利用
することで、受付などに置いても
背面をスッキリ
見せることがで
きます。

背面のケーブルストッパ（標準添付）に
より、ケーブルの抜けやUSB機 器の
写真はタイプME
盗難を防止します。
タイプME

本体にUSBケーブルフックを装備し、
USB機器のケーブル抜けを防ぎます。
タイプMF

■背面コネクタ
カバー 5
（別売）

ケーブルホルダーでケーブル抜けを防ぎます。
またLANケーブル等も収納できます。

拡張機器
（主なもの）
拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、
ご購入時は
「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報 」→「ダウンロード・マニュアル」の
「ダウンロード」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

■タイプME/タイプMA用オプション

○：対応

タイプME
MY26F/E-5
MY31A/E-5
MY30A/E-5
MY28A/E-5
MY20L/E-5
MY18X/E-5

MY31A/A-5
MY28A/A-5
MY24R/A-5
MY20L/A-5
MY18X/A-5

希望
MY24R/FE-5
小売価格
MY20L/FE-5
（税別）
MY20L/Ｃ-5
MY18X/FE-5
MY18X/Ｃ-5
MY24R/FR-5
MY18X/FR-5

PC-MA-K22

背面コネクタカバー5

背面に取付可能な背面コネクタカバー。

○

—

—

—

3,000円

PC-MA-K33

デジタルディスプレイ用
コネクタボード3（DVI-D ）

チップセット内蔵のグラフィック機能を使用してデジタル出力
（DVI-D ）を行うボード。
PCI Express x16スロットに搭載します。

○

○

—

—

5,000円

PC-MA-K35

専用コネクター DVI-D
（メス）
デジタルディスプレイケーブル3

デジタル接続用の変換ケーブル
（DVI×1）
。セレクションメニューで選択したGeForce ®
8400 GSとデジタル接続LCD
（DVI ）
を接続します。

○＊1

—

—

—

2,000円

FDドライブ

USB接続専用外付けFDドライブ。USB1.1準拠。

○＊2

○＊2

○＊2

○＊2

12,000円

USBマウス
（光センサー式＊3、
スクロールホイール付き、
ケーブル長：約80cm）。色：シルバー。
USBマウス
（ボール式、
スクロールホイール付き、
ケーブル長：約80cm）。色：黒。
テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード
（PS/2接続）

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

8,000円
6,000円
7,200円

■FDD
PC-VP-BU28

■キーボード・マウス
PC-VP-KB12 光センサー USBマウス2
PC-VP-KB08 USBマウス
PC-VP-KB10 テンキー付きPS/2小型キーボード3
■メモリ
PK-UG-ME505
PK-UG-ME506

増設RAMボード
（512MB、PC2-5300）512MB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300
増設RAMボード
（1GB、PC2-5300） 1GB
（1,024MB ）DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300

—
—

—
—

—
—

○
○

22,000円
44,000円

PK-UG-ME508
PK-UG-ME509
PK-UG-ME510

増設RAMボード
（2GB、PC2-5300） 2GB
（2,048MB ）DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300
増設RAMボード
（512MB、PC2-5300）512MB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300
（1,024MB ）DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300
増設RAMボード
（1GB、PC2-5300） 1GB

○
○
○

—
○
○

—
○
○

—
—
—

66,000円
22,000円
44,000円

＊1：セレクションメニューにてGeForce ® 8400 GSを選択する必要があります。
＊2：FDドライブからのブートは未対応。
＊3：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。
その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
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−：未対応

対応機種
タイプMF
タイプMC
タイプMA
（コンパクトタワー型）（液晶一体型）

NECがおすすめするWindows Vista® Business

「優れたPC」は使用済み後の環境まで考慮
NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品の
グリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。
○：対応

タイプMC
タイプMF
（コンパクトタワー型） （液晶一体型）

̶：未対応

液晶
ディスプレイ

タイプME

タイプMA

MY26F/E-5
MY31A/E-5
MY30A/E-5
MY28A/E-5
MY20L/E-5
MY18X/E-5

MY31A/A-5
MY28A/A-5
MY24R/A-5
MY20L/A-5
MY18X/A-5

MY20L/Ｃ-5
MY18X/Ｃ-5

MY24R/FE-5
MY20L/FE-5
MY18X/FE-5
MY24R/FR-5
MY18X/FR-5

LCD205WXM
LCD194WXM-V
LCD93VXM-V
LCD73VXM-V
LCD52VM-V

○

○

○

○

○

○

○

○

○

̶

○

○

○

○

○

＊1
○

̶

̶

̶

○

○

○

○

○

対象外

○

○

○

○

̶

○

○

○

○

＊6
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊3
○

電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限
に関する欧州議会および理事会指令です。

○

○

○

○

○

エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用

○

○

○

○

̶

再生プラスチックを筐体に使用

○

○

○

○

̶

○

○

○

○

○

環境配慮事項
ビジネスPCの環境対応については、

http://www.nec.co.jp/ecopro/をご覧ください。

グリーン購入ガイドライン
「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に
製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/をご覧ください。

VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン
本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。

Environment

法律・ガイドライン

国の機関等に環境物品等の購入を求める法律です。
2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、
電子計算機が特定調達品目の対象となりました。

Line Up

グリーン購入法

省電力

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
2007年7月20日以降の国際エネルギスタープログラムへの適合性を示しています。

省エネ法（目標年度 2007年度）
省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。
グリーンのマークは目標値の達成を示します。

Reliability

国際エネルギースタープログラム＊5

エコシンボル
NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。
先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。
紙資源の節約

マニュアルの電子化
マニュアルを電子化してCD-ROMに格納
（アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM）
し、
紙資源を削減しています。

J-Mossグリーンマーク＊2
電気・電子機器の特定化学物質〔鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル
（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）〕の含有表示方法を規定した業界ガイド
ライン＊7に基づく表示です。
グリーンマークは、
特定化学物質の含有率がJISで規定された
基準以下を示します。

Specification Smart Selection

本製品はPC3R｢PCグリーンラベル制度」の審査基準（2008年度版）を満たしています。
詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。

環境負荷低減

RoHS指令

再生材料を5〜10％使用しています。

＊8

Display

環境ラベル

PCグリーンラベル

Software

エコマーク
（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。
エコマークの認定企業は、
NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

Free Selection

※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。

リサイクル

使用済み製品の回収・リサイクル＊4
当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。
希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。

＊1：適合条件は以下の通りです。
MY20L/E-5およびMY18X/E-5はGeForce ® 8400 GSおよび増設HDD未搭載時。
MY26F/E-5、MY31A/E-5、MY30A/E-5およびMY28A/E-5はメモリ1GB以上を搭載し、GeForce ® 8400
GSおよび増設HDD未搭載時。
＊2：グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
＊3：グリーンマーク製品の情報は、http://www.nec-display.com/environment/j-moss.htmlをご覧ください。

＊4：使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen̲menu.htmlをご覧く
ださい。
＊5：国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、
ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
＊6：LCD205WXM、LCD194WXM-V、LCD93VXM-V、LCD73VXM-Vは、2007年度基準に適合しています。
LCD52VM-Vは、2006年度基準に適合しています。
＊7：2008年1月21日よりJIS規格が改訂され、電機業界のガイドラインによる運用に変更されました。
＊8：ノンリンプラスチックを使用しています。ノンハロゲンプラスチックは使用していません。
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NECのセキュリティソリューション

信頼性

PC利用時の被害ケース/有効な事前対策
被害
対策

停止中

設置・運搬

空き巣被害に遭い
PCを盗まれてしまった…
SecureRedirector
P11をご参照ください。
ハードディスクパスワード機能
筐体ロック

被害 対策

廃棄・売却

廃棄PCのHDDから
社員名簿を抜き取られた…

機能概要

ハードディスクパスワード機能
※P11の「セキュリティ＆マネジメント
機能一覧」もあわせてご覧ください。

全モデル対応

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが
可能です。
HDDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となるため、
データ漏えい防止に効果的です。
※パスワードを忘れた場合は、
ロック解除およびデータ移行ができません。
HDDを有償で交換していただくことになります。

ハードディスクデータ消去
PCデータクリーンサービス

起動

ユーザ／スーパバイザパスワード
全モデル対応

被害

部外者が機密データの入った
PCを勝手に起動していた…

対策

ユーザ／スーパバイザパスワード
NEC Authentication Agent
FeliCaポート
指紋認証
Personal Secure Drive【PSD】
暗号化ファイルシステム【EFS】

本体起動時のBIOSレベルで、
キーボード入力でのパスワードを要求することにより、
扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

NEC Authentication Agent
※P11の「セキュリティ＆マネジメント
機能一覧」もあわせてご覧ください。

タイプME タイプMA タイプMF

FeliCaカードや指紋認証、セキュリティチップ等を活用した個人認証やID・パス
ワードの保護・管理、Windowsログオン情報の保護機能を提供します。
詳しくはP10をご覧ください。

FeliCaポート

セレクションにて選択可能＊
＊：P11の「セキュリティ＆マネジメント
機能一覧」もあわせてご覧ください。

タイプME タイプMA タイプMF

被害
対策

部外者がPCから議事録データを
コピーしていた…
DeviceProtector

FeliCa技術を採用した非接触ICカードに対応した
「FeliCaポート
（外付け）
」
をセレク
ションメニューにて選択可能です。
カードをかざすだけの簡単な認証を実現します。
詳しくはP10をご覧ください。

指紋認証

セレクションにて選択可能＊

タイプME タイプMA タイプMF

被害

動作中

重要書類を保存していたHDDが
読めなくなってしまった…

対策

ミラーリング（RAID 1）
Standby Rescue Multi

＊：P11の「セキュリティ＆マネジメント
機能一覧」もあわせてご覧ください。

「同じ指紋を持った人はいない」
「一生変わらない」という指紋の特性を活かし、
確実な個人認証を実現する「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」をセレ
クションメニューにて選択可能です。
詳しくはP10をご覧ください。

ミラーリング（RAID 1）

セレクションにて選択可能＊
＊：P11の「セキュリティ＆マネジメント
機能一覧」もあわせてご覧ください。

タイプME

被害

2台のHDDへ同一データをリアルタイムで保存

ウイルス感染して
PCが使えなくなってしまった…

対策

ウイルス対策
Windows® Defender

同一データを二重化して持つため、
HDDの故障によるデータの消失防止に効果的です。
万一1台のHDDが故障しても、
もう一方のディスクでのデータ読み書きが継続して可能
なため、
HDDの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

●
●

※故障したHDDの修理対応に関してはサポート窓口までご相談ください。

パソコンの安定稼動が求められるミッションクリティカルな用途にお奨めです。

●

システム稼動中

被害

送ったメールの内容を
第三者に盗み読みされてしまった…

対策

無線LANセキュリティ
暗号化メール

データ保存時に
リアルタイムで
2台に書き込み

システム稼動中
そのまま2ndHDDで
継続運用可能

システム一時停止
故障したHDDを
サポート窓口で交換

障害発生

HDD交換

1stHDD

1stHDD

1stHDD

2ndHDD

2ndHDD

2ndHDD

利用中
TPM
セキュリティチップ
（タイプMCは未搭載）
により強化される機能です
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NECがおすすめするWindows Vista® Business
NECは、
大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や
安全性の高い暗号化機能をはじめ、
先進技術を駆使した信頼性の高い
機能を提供し、
よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

■セキュリティケーブル
PC-VP-WS15
希望小売価格 12,000円（税別）

DeviceProtector

◎サービスの詳細につきましては、
NECフィールディングホーム
ページをご覧ください。
・NECフィールディング株式会社 http://www.fielding.co.jp/
・PCデータクリーンサービスについて
http://www.fielding.co.jp/supply/clear/index.htm

Personal Secure Drive【PSD】
※P11の「セキュリティ＆マネジメント
機能一覧」もあわせてご覧ください。

タイプME タイプMA タイプMF

全モデル対応

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。
例えば、
USB接続
のキーボードやマウス、
FeliCaポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可
とする運用が可能となるため、
使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい
防止対策として利用可能です。
その他にも、
USBメモリ、
DVD/CDドライブ、
FDDなどへの書き込みを制限したり、
DVD/CDドライブ、PCカードスロットを無効に設定することができ、機密データ
流出防止を支援します。
例）未許可のUSB機器を接続
情報の持ち
出しを制限
します。

警告

管理者よりこのデバイスの
使用は禁止されています。

未許可の
USB機器を接続

未許可のUSB機 器が接 続さ
れた場合、警告画面を表示し
て使用を禁止することが可能

例）DVD/CDドライブ＊や未許可のUSBメモリへの書き込みを制限
＊：ミラーリング
（RAID 1）
モデルでは
設定できません。

書き込み
読み込み

未許可の
USBメモリ

DVD/CD

Standby Rescue Multi

＊：P11の「セキュリティ＆マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。
タイプME
1stHDDの内容を2ndHDDに定期バックアップ/復元を高速化

スケジューリングにより1stHDDの内容を2ndHDDに自動バックアップ。
1stHDD障害発生時は使用HDDを2ndHDDに切り替えることで、
短時間でバック
アップ時の環境に復元して使用を続けることができます。
重要なファイルを間違って上書きした場合や、
ソフトウェアをインストールして動作
が不安定になった場合にも、
バックアップ環境から復元できるため効果的です。

●
●

●

※バックアップ専用ディスクには稼動中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。
※Standby Rescue Multiはネットジャパン社の製品です。

2ndHDDをバックアップ専用ディスクとして使用時

※P11の「セキュリティ＆マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納
EFS（Encrypting File System）は、Windows Vista® Business、Windows ®
XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダ
の暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、
高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。さらに、セキュリティチップ
＊
（TPM）
と組み合わせることにより、
セキュリティが強化されます。
また、
Windows
Vista® Business、Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、
暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができる「ハードディスク暗号化
ユーティリティ」を添付し、情報漏えい防止を支援します。
＊：タイプMCでは未搭載です。

全モデル対応
※P11の「セキュリティ＆マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ウイルスパターンファイルに基づき、
コンピュータウイルスの検出・識別を行い、
パソ
コンをウイルスから守ります。
また、
万一ウイルスに感染しても、
駆除を行います。
さらに、
Windows起動前のウイルスパターンアップデートの仕組みを提供する
「Always アップデートエージェント」
を添付しています＊1＊2＊3。
Windows起動前にウイルスパターンのアップデートを行うため、
従来よりさらに安全
度が高いウイルス対策を実現します。
出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、
より安心してPCを利用できます。
＊1：タイプMCを除く。 ＊2：ミラーリング
（RAID 1）
選択時は、
使用できません。
＊3：添付のウイルスバスター™2008と組み合わせて利用できます。
※Always アップデートエージェントを利用するには、
OSをシャットダウンした状態から起動する必要があります。
長期休暇後に使用する場合も安心

システム稼動中

障害発生

1stHDD

1stHDD

1stHDD★

定期的に
自動バックアップ

BIOS設定で
起動ディスク変更★
（筐体を開けずに作業可能）

定期的に
自動バックアップ

2ndHDD

2ndHDD

2ndHDD

バックアップ用

バックアップ時の状態を利用して稼動

システム稼動中

★HDDの障害状況によっては、
BIOSの設定変更によるHDD切り替えができない、
BIOS設定なしに2ndHDDから
起動される、
HDD交換等の修理が必要となる場合などがあります。
詳細は、
サポート窓口までご相談ください。

Windows Defender
®

全モデル対応

Windows Vista®では、OS標準でWindows ® Defenderを提供
Windows® DefenderはPCの利用を阻害したり情報漏えい等をも引き起こす有害
なソフトウェアを、
定義ファイルを用いて検索し、
またはその動作を監視することで
発見、
排除することを支援します。
新しい有害なソフトウェアに対応するためには、
ウイルス対策ソフトウェアと同様に定義ファイルの定期的な更新が必要です。
Defenderはウイルス対策ソフトウェアを補完しますが、
代替するものではありません。
ウイルス対策にはウイルス対策ソフトウェアをご利用ください。
®
※Windows Vista モデルのみ。

セキュリティ機能については

暗号化ファイルシステム【EFS】
全モデル対応

ウイルス対策

セレクションにて選択可能＊

※Windows®

HDD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号
化される機能です。
暗号化に加え、
セキュリティチップの認証がされない限りドライ
ブの存在が見えないため、
データを安全に保管できます。

Always アップデートエージェントが
インストールされていないPC

OS起動後、
最新のウイルスパターンの
アップデートまでに感染の危険性あり！

Always アップデートエージェントが
インストールされたPC

ウイルス

OS起動前に最新のウイルス
パターンファイルにアップデート！

Line Up

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。

Environment

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDDのデータ
を消去するための機能です。
「NSA 推奨方式」
準拠、
「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応して
いるため安心です。

Reliability

別売のセキュリティケーブル
（PC-VP-WS15）
を利用する
ことで、
本体を机などに繋ぐことができ、
パソコン本体
の盗難防止に効果的です。
また筐体の開閉を防ぐこと
ができるため、
内蔵機器の盗
難防止にも効果的です。

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等
に、HDDのデータを無意味なデータで上書きする
ことにより、
第三者に復元される可能性を低減します
（有償）
。
また、
お客様の要望により、
「消去作業完了
証明書」の発行（有償）が可能です。

Free Selection

全モデル対応

Specification Smart Selection

全モデル対応

PCデータクリーンサービス

※P11の「セキュリティ＆マネジメント
機能一覧」もあわせてご覧ください。

Software

ハードディスクデータ消去

Display

筐体ロック

※本体に添付しているウイルス対策ソフトウェアについては、P26の「標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表をご覧ください。

無線LANセキュリティ
タイプMF
「盗聴」
や
「なりすまし」
による不正アクセスから機密情報を守るため
「WEP」
「IEEE802.1X/EAP」
「TKIP」
「AES」
に対応しております。

暗号化メール
全モデル対応

公開鍵暗号方式、電子認証技術を用いたメール環境
公開鍵暗号方式の技術を使い、メール内容の盗み読みや漏えいを回避します。
また、
これに電子認証や電子署名を付与することで、
データの改ざんや否認の防止、
原本性の確保などが可能で、大切な情報を様々な危険性から守ります。

http://nec8.com/pc/→〔セキュリティソリューション〕のMateをご覧ください。
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NECのセキュリティソリューション

信頼性

個人認証【各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ＆マネジメント機能一覧をご覧ください】
タイプME

タイプMA

タイプMF（液晶一体型）

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証が可能です。
セキュリティを確保するには複雑なパスワードの設定が必要ですが、覚えるのは困難です。
そういった複雑なパスワードでも、実際に認証するときにはFeliCaカード、指紋やUSBメモリで代替することにより手軽にログオンできます。
また、パスワードを直接入力しないため、のぞき見によるパスワードの流出も防ぎます。
FeliCaポート（外付け）

指紋センサ機能付きUSB小型キーボード

USBメモリ

FeliCa技術を採用した非接触ICカードを媒体として個人認証

「同じ指紋を持った人はいない」
「一生変わらない」と言われる指紋の

USBメモリを鍵として用いた個人認証

を実現する「FeliCaポート（外付け）」＊を選択可能。

特性を活かした個人認証を実現する「指紋センサ機能付きUSB小型

が可能な
「USBメモリ」
をセレクション

＊：Edy機能搭載カードによる認証が可能です。

キーボード」を選択可能。

メニューに用意＊。
＊
：
「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード
+USBメモリ」
を選択する必要があります。

■指紋センサ（ライン型）

従来のようなパスワード入力の手間や複数のパスワードを覚えておく必要がなくなります。
添付ソフトウェアの
「NEC Authentication Agent」
を利用して、
高度な認証ソリューションを提供します。

個人認証機器の組み合わせ利用が可能です。
NEC Authentication Agentを用いることにより、FeliCaカードや指紋だけでなく、
セキュリティチップやUSBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。
組み合わせ例〈1〉

■FeliCaポート（外付け）

組み合わせ例〈2〉

オン
ログ

■指紋センサ（ライン型）

■指紋センサ（ライン型）

※画面はWindows Vista ®

■USBメモリ

NEC Authentication Agent【各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ＆マネジメント機能一覧をご覧ください】
タイプME

タイプMA

タイプMF（液晶一体型）

セキュリティチップを用い、IDやパスワードの保護管理が可能な「NEC Authentication Agent」を添付。
パスワードバンク機能、Windowsログオン情報の保護などが可能です。
パスワードバンク機能
各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。
煩雑だったIDやパスワードの管理
□□□

ID

NEC Authentication Agentのパスワードバンク機能を利用すれば…

Webサイトなどの
認証時に…

△△△
パスワード
○○○
パスワード

ワード
パス 機 能の
ク
バン 起 動と
自動 認 証！
個人

設定されているパスワード
を入力してください

パスワードを
自動的に入力

Webサイトなどへ
ログオン！

設定されているパスワード
を入力してください

＊＊＊＊＊＊＊

複数のID・パスワードを覚えるのは困難。

セキュリティチップに守られて
いるため非常に強固です。

FeliCaカードによる認証
「FeliCaポート
（外付け）
」
を選択したモデルではFeliCaカードを用いた手軽な認証が可能です＊。
＊：Edy機能搭載カードによる認証が可能です。

Windowsログオン情報の保護
WindowsログオンIDやパスワードをセキュリティチップを用いて保護します。
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セキュリティチップがパスワードを
安全に保護・管理してくれます。

指紋認証による個人認証
「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」を選択したモデルではWindows
ログオン情報の保護に加え、
指紋認証機能を用いた、
より便利で確実な個人
認証が可能です。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

【各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ＆マネジメント機能一覧をご覧ください】
内蔵HDDからの情報漏えい対策（SecureRedirector）

全 モデル 対応
セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDDに残さず、
ファイルサーバに自動保存することで、盗難 による情報漏えいリスクや
内蔵HDD故障 によるデータ消失のリスクを低減します。
PC

文書データは
内蔵HDDには
保存されません

指定の
保存先サーバへ
自動保存

ファイルサーバ

Line Up

・文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、
保存先を指定のファイルサーバへ置き換え、
内蔵HDDに文書データを残しません。
・見た目は内蔵HDD上に保存されているように見えるため、
普段のPCと同じ感覚で使用できます。
・任意のアプリケーションが保存するデータに限り、
内蔵HDDに保存させる例外設定も可能です。
・内蔵HDDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため
消失することはありません。

HDD
障害対策

認証

クライアントPCに必要な
ソフトウェア/オプション

MY26F/E-5
MY31A/E-5
MY30A/E-5
MY28A/E-5
MY20L/E-5
MY18X/E-5

MY31A/A-5
MY28A/A-5
MY24R/A-5
MY20L/A-5
MY18X/A-5

MY20L/Ｃ-5
MY18X/Ｃ-5

MY24R/FE-5
MY20L/FE-5
MY18X/FE-5
MY24R/FR-5
MY18X/FR-5

Standby Rescue Multi＊1
〔Standby Rescue Multi、増設HDD選択時〕

Standby Rescue Multi

○

̶

̶

̶

ミラーリング
〔ミラーリング（RAID 1）、ミラーリング用HDD選択時〕

セキュリティ機能

Intel ® Matrix Storage Console

○

̶

̶

̶

FeliCaカード認証〔FeliCaポート（外付け）選択時〕＊2＊3

NEC Authentication Agent

○

○

̶

○

指紋認証
〔指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時〕＊2＊3

NEC Authentication Agent

○

○

̶

○

BIOSパスワード〔ユーザ/スーパバイザパスワード〕

○

○

○

○＊4

ハードディスクパスワード機能＊5

○＊6

○

○

○

○＊7＊8

○＊7＊8

○＊7＊8

○＊7＊8

DeviceProtector

○

○

○

○

I/O制限

利用可能なI/OポートやUSB機器の制限

鍵管理

＊2
セキュリティチップ【TPM】

セキュリティチップユーティリティ

○

○

̶

○

ID・パスワードの保護と管理＊2

NEC Authentication Agent

○

○

̶

○

○

○

○

○

暗号化

ウイルス
対策
データ漏えい
防止
盗難防止

マネジメント
機能

暗号化ファイルシステム【EFS】＊2＊20

Windows ® XP Professional、
Windows Vista ® Businessの標準機能
（ハードディスク暗号化ユーティリティ添付）

Personal Secure Drive【PSD】＊2＊18

セキュリティチップユーティリティの機能

○

○

̶

○

Windows起動前ウイルス対策＊9＊10＊19

Always アップデートエージェント、
ウイルスバスター™2008＊12

○＊11

○

̶

○

ウイルス検出・駆除（標準添付）

ウイルスバスター™2008＊12

○

○

○

○

Execute Disable Bit機能

○

○

○

○

廃棄・売却時のハードディスクデータ消去

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Remote Power On/Off機能

別売ソフトウェアが必要＊16

○

○

○

○＊9

ネットワークブート機能（PXE搭載）

PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要

○

○

○

○＊9

vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサー

インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要

○＊17

̶

̶

̶

○

○

○

○

＊2
HDDへのデータ保存を制限［SecureRedirector選択時］

筐体ロック

SecureRedirector＊14＊15
セキュリティケーブル（PC-VP-WS15）
（別売オプション）

Wired for Management 2.0対応
＊1：ダイナミックディスクには対応しておりません。
また、
データベース等、
メモリ上にデータを保持しているアプリケー
ションや、
HDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。
®
＊2：Windows Vista BusinessおよびWindows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場
合に利用可能。
＊3：BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は
「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」
およ
び
「FeliCaポート
（外付け）
」
は利用できません。
＊4：パスワードを忘れてしまった場合は、
有償での解除措置が必要となります。
＊5：パスワードを忘れてしまった場合は、
ロックの解除ができません。
HDDを有償で交換していただくことになります。
＊6：ミラーリング
（RAID 1）
を選択した場合、
未対応。
＊7：FDD・シリアル・パラレルポートやUSBポート、
DVD/CDドライブ、
PCカードスロットが搭載されているモデル
では、
BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
＊8：BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなく
なるため、
USBロックを使用する場合はPS/2キーボードおよびPS/2マウスを選択してください。
＊9：標準搭載の有線LANにて利用可能。

＊10：ウイルスパターンファイルをアップデートするには、
インターネットに接続できる環境が必要です。
＊11：ミラーリング
（RAID 1）
を選択した場合は利用できません。
＊12：ウイルスパターンファイルの無償提供期間は90日間です。
詳しくは、
P26の
「標準でインストール/
添付される主なソフトウェア」
表＊4をご参照ください。
＊14：セレクションメニューで選択時に添付。
＊15：Personal Secure Drive、Microsoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能や
アプリケーションがあります。
Windows Vista® Businessでは、
暗号化ファイルシステム
（ハード
ディスク暗号化ユーティリティ）
、
Windows® メールも同時に利用できません。
詳細は［8番街］http://nec8.com/products/sec̲re/をご覧ください。
＊16：別売のマネジメントソフトウェア
（ESMPRO®/Client Manager等）
で実現可能です。
＊17：MY26Ｆ/E-5、
MY31A/E-5、
MY30A/E-5およびMY28A/E-5のみ対応。
＊18：SecureRedirectorとの併用はできません。
＊19：Windows XP Professionalインストールサービス適用時以外で利用可能。
＊20：Windows Vista® Businessでは、
SecureRedirectorとの併用はできません。

Reliability

−：未対応

Free Selection

セキュリティ
＆
マネジメント機能一覧

タイプMA

Specification Smart Selection

○：対応

タイプMＣ
タイプMF
（コンパクトタワー型） （液晶一体型）

タイプME

Software

文書データが残らないため、
内蔵HDDからの
情報漏えいを回避できます

Display

※同時に利用できるファイル容量は、アプリケーションが自動的に作成するバックアップファイルなど
の容量を含めて、最大でメインメモリ容量の約10％までとなります。
※搭載メモリ容量1GB以上で、80GB（タイプMCでは40GB）HDDでのみご利用になれます。
※Personal Secure Drive、Microsoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプ
リケーションがあります。Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム（ハードディスク
暗号化ユーティリティ）、Windows ® メールも同時に利用できません。
※本機能は、すべてのケースの情報漏えい対策を保証するものではありません。
※詳細は、
［8番街］http://nec8.com/products/sec̲re/をご覧ください。
※セキュリティ＆マネジメント機能一覧もあわせてご覧ください。

Environment

内蔵HDD
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安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

信頼性

「3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」をはじめとした安心のサービス・サポート
PC本体の保証サービス
保 証 サ ー ビ ス

PC本体の保証サービスにつきましては、

http://nec8.com/pc/→〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

より快適にお使いいただくために、
「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」を採用。
【無

償】

3 年 標 準 保 証（ 3 年 間 パーツ保 証＋1年目電 話 診 断 付 翌 営 業日出 張 修 理 サービ ス）

PC本体購入日から１年間は電話診断付き翌営業日出張修理＊１
（修理受付完了日の翌営業日以降対応）
、
引き取り修理を行います。
また、
３年間は修理に必要な部品を無償＊2 でご提供するパーツ保証を実施いたします。
＊１：電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、
NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや
処置アドバイスを行い
（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。
）
、
NECが必要
と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、
不良部品の交換を行うサービスです。
なお、
本サービスを行うためNECの技術員が船舶、
航空機等の交通機関を使用し、
または宿泊する必要がある場合
には、
その交通費、
宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。
〈翌営業日対応地域〉日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）
＊2：2,3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です（部品のみの送付サービスは行っておりません）。
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD修理交換の際は、
各種設定、
プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ＮＥＣビジネスＰＣ修理受付センター
修理受付時間：月曜日〜金曜日 9：00〜18：00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日
（12月29日〜1月3日、4月30日〜5月2日）を除く
・翌営業日対応は15：00受付完了分まで
電話番号：商品添付の「保証規定＆修理に関するご案内」
をご覧ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

【定額料金】 標 準 保 証 拡 張 G 3 /3 年 標 準 保 証 向け 拡 張 キット G 4

翌 営 業日出 張 修 理

本サービスの［3年間保証サービス］では3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を3年目まで延長し、
また、
［4年間保証サービス］では、
「3年間パーツ保証」を4年間に、
「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を4年目まで延長することができます。
・
「3年標準保証向け拡張キットG4」では保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。
・フリーセレクションメニューにて「標準保証拡張G3」を選択いただいた場合は、
PC本体が標準保証拡張G3の対象モデルとなりますので、登録手続きは必要ありません。
※上記サービスの修理受付窓口は、保守パックの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
保証サービス

翌営業日
出張修理

保証サービス期間

型番

購入方法

希望小売価格

標準保証拡張G3［4年間翌営業日出張修理］

4年間保証サービス

標準保証拡張G3［3年間翌営業日出張修理］

3年間保証サービス

3年標準保証向け拡張キットG4［4年間保証サービス］

4年間保証サービス

PC-MV-EX4NY4

29,000円（税別）

3年標準保証向け拡張キットG4［3年間保証サービス］

3年間保証サービス

PC-MV-EX3NY4

15,000円（税別）

フリーセレクションメニュー
P14〜P17をご覧ください。

29,000円（税別）
15,000円（税別）

フリーセレクション
メニューにて選択

別売オプション

PC本体の保険付保証サービス
保 険 付 保 証サービス

PC本体の保険付保証サービスにつきましては、

http://nec8.com/pc/→〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

【定額料金】 動 産 総 合 保 険 付 標 準 保 証 拡 張 G 3

引取修理

本サービスの［3年間引取修理専用］では3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出 ＊：動産総合保険は、お客様に代わりＮＥＣパーソナルプロダクツ株式会社が
契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災
張修理サービス」のうち引き取り修理を3年目まで延長し、また、
［4年間引取修理専用］
や取扱い不注意による装置の破損、
損傷等に保険が適用されます。
但し、
では、
「3年間パーツ保証」を4年間に、
「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」
地震・噴火に起因するもの、
故意および重大な過失によるもの、
盗難被害
の引き取り修理を4年目まで延長することができます。本サービスは通常は修理サービス
は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されて
の対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時も引き取りにて修理復旧
おり、
限度額を超えての修理は有償となります。
動産総合保険を利用して
＊
対応を実施する動産総合保険サービス も含まれています。
修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証
明できる書類が必要となります。
詳細は商品添付の冊子をご参照ください。
※上記サービスの修理受付窓口は、保守パックの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
保険付保証サービス
引取修理
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保険付保証期間

動産総合保険付標準保証拡張G3［4年間引取修理専用］

4年間

動産総合保険付標準保証拡張G3［3年間引取修理専用］

3年間

型番
フリーセレクションメニュー
P14〜P17をご覧ください。

希望小売価格

24,000円（税別）
14,000円（税別）

購入方法
フリーセレクション
メニューにて選択

NECがおすすめするWindows Vista® Business

NECのPC製品をより長く安心してお使いいただくために、
お客様のニーズに合わせた多様な
保守サービスをご用意しています。
充実した標準保証をはじめ、
定額料金での複数年サポート、
全国的なサポート拠点の利用など、
製品の信頼性向上はもとより、
お客様に安心してご自身の
業務に専念していただけるような環境づくりを目指して、
行き届いたサービスを提供してまいります。

Service & Support

保 守 パ ッ ク

保守パックにつきましては、

R ELI A BI LITY

http://nec8.com/pc/→〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

保証サービスの内容を定額料金でアップグレードする有償保守サービスを各種ご用意。
【定額料金】 PC98 - NXSeriesSuppor tPack G4

Environment

＊１
：サービス提供日の8：30〜17：30に対応依頼を受け、
出張修理が必要と判断した
場合に限ります。
受付自体は毎日24時間行っております。
＊2：交通事情、
天候、
対象機器の設置地域、
修理部品の一時的在庫不足等のや
むをえない事情により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応
になる場合もありますので、
予めご了承ください。

※HDD修理交換の際は、
お客様のご希望に応じてデータ書き込みのないブランクディスクもし
くは出荷時状態に復旧したHDDに交換いたします。
以降のシステム環境の復旧
（各種設定、
プログラムやデータの復旧など）
は、
お客様による作業が必要です。
また、
各種設定、
プログ
ラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本サービスを行うためにNEC派遣の技術員が船舶、
航空機等の交通機関を使用、
または宿泊
する必要が発生した場合、
その交通費、
宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

本サービスの履行に伴って交換された部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

型番

5年間保守

希望小売価格

PC-MV-SU5LD4

60,000円（税別）

PC98-NXSeriesSupportPack G4［4年間保守］

4年間保守

PC-MV-SU4LD4

40,000円（税別）

PC98-NXSeriesSupportPack G4［3年間保守］

3年間保守

PC-MV-SU3LD4

25,000円（税別）

購入方法

別売オプション

Free Selection

保守パック

当日出張
修理

保守期間

PC98-NXSeriesSupportPack G4［5年間保守］

Reliability

※上記サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター（NECフィールディング株式会社）のみとなります。
電話番号は保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。

サポートサービスについて
サービス内容

保証サービス

＊3

パーツ保証
製品の
不具合、
故障など

1年目

2年目

3年目

4年目

【無償】
3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

5年目

【定額料金】

標準保証拡張G3
【定額料金】
［4年間翌営業日出張修理］
標準保証拡張G3［3年間翌営業日出張修理］
3年標準保証向け拡張キットG4
3年標準保証向け拡張キットG4［3年間保証サービス］［4年間保証サービス］

引き取り修理

保険付保証サービス

翌営業日出張修理
（電話診断付き）＊1＊2

15,000円（税別）

有償修理

29,000円（税別）

＊3 天災や不慮の

【定額料金】
動産保険
【定額料金】動産総合保険付標準保証拡張G3［3年間引取修理専用］
事故による
動産総合保険付
14,000円（税別）
破損、損傷 （パーツ保証含む）
標準保証拡張G3
【無償】
3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス） ［4年間引取修理専用］
パーツ保証
製品の
24,000円（税別）
引き取り修理
不具合、
翌営業日出張修理
故障など
＊1＊2
（電話診断付き）

保守パック

【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G4［3年間保守］
25,000円（税別）

有償修理

●出張修理サービス
サービス技術者がお客様
先まで出向き、迅速な復
旧処置を行います。
●引き取り修理サービス
当社指定の宅配業者が
指定場所まで伺い、専用
の梱包箱に梱包し、お預
かりいたします。修理が
完了次第、直ちに指定場
所まで当社指定の宅配
業者がお届けいたします。

Software

サービス
カテゴリ

有償修理

製品の
当日出張修理 【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G4［4年間保守］
不具合、
40,000円（税別）
故障など （パーツ保証含む）
【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G4［5年間保守］

Specification Smart Selection

8：30〜21：00

※セレクションメニューで同時購入された純正オプション製品
（LCD含む）
も対象。

Line Up

◆定額料金
修理時の交換部品代もサービス料金に含まれています（消耗品を除く）。

◆当日2時間以内＊1＊2対応の出張修理サービスを週6日提供
・出張修理サービス提供日時：月曜日〜土曜日

当日出 張 修 理

＊3：外付けディスプレイは本保証対象外となります。
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

ディスプレイの保証サービス

Display

60,000円（税別）

＊1：当日出張修理は有償となります。
＊2：地域により対応日が異なります。
詳しくは、
［8番街］
http://nec8.com/pc/→
〔保守・保証・動産総合保険〕
をご覧ください。

PC本体の標準保証のレベルに関わりなく、ディスプレイの保証は下記のようになります。
【無

償】

NECディスプレイソリューションズ 社製ディスプレイの保 証

本カタログに掲載のＮＥＣディスプレイソリューションズ社製ディスプレイは、お買い上げより3年間引き取り修理を無償＊1で行います。
詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。
＊1：LCD（液晶）パネルおよびバックライトの経時による劣化（焼き付き、輝度の低下等）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。
製造元

NECディスプレイソリューションズ

ディスプレイ

購入後期間

20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）
（LCD205WXM）
（LCD194WXM-V）
19型ワイドTFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）
（LCD93VXM-V）
19型TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）
（LCD73VXM-V）
17型TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）
15型TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD52VM-V）

1〜3年目

4年目以降

無償
引き取り修理＊2

有償修理

＊2：詳しくは、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/products/display/3y.htmlをご参照ください。
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フリーセレクションメニュー1
ME
MA

例）
DVD-ROM

タイプ

PC-D-CVAD15

タイプ

型番

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。
希望小売価格

インストールOS

MY26F/E-5

型番

（2008年5月発表商品）

Windows Vista ® Business with SP1 正規版
Windows XP Professional
インストールサービス適用

）

208,000円 PC-MY26FEZ75

MY31A/E-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista Business with SP1 正規版 148,000円 PC-MY31AEZR5
®

Windows Vista ® Business with SP1 正規版
XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

148,000円 PC-MY31AEZ75

Windows Vista ® Business with SP1 正規版 115,000円 PC-MY30AEZR5

タイプME

Windows Vista ® Business with SP1 正規版
XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

115,000円 PC-MY30AEZ75

MY28A/E-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
Windows Vista Business with SP1 正規版

93,000円 PC-MY28AEZR5

®

XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

93,000円 PC-MY28AEZ75

MY20L/E-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista Business with SP1 正規版
®

Windows Vista ® Business with SP1 正規版
XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

74,000円 PC-MY20LEZR5
74,000円 PC-MY20LEZ75

Windows Vista Business with SP1 正規版
®

Windows Vista ® Business with SP1 正規版

LAN ギガビット
イーサネット
CPU：インテル ®
Core™2 Duo
プロセッサー
E8500（3.16GHz）

）

68,000円 PC-MY18XEZR5
68,000円 PC-MY18XEZ75

Windows Vista ® Business with SP1 正規版

114,000円 PC-MY31AAZR5

Windows Vista Home Basic with SP1 正規版
Windows Vista ® Business with SP1 正規版

99,000円 PC-MY31AAZ35

®

XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

CPU：インテル ®
Core™2 Duo
プロセッサー
E8400（3GHz）

ワイドTFT-LCD
＊
（WSXGA+）

114,000円 PC-MY31AAZ75

Windows Vista ® Business with SP1 正規版

84,000円 PC-MY28AAZR5

Windows Vista ® Home Basic with SP1 正規版

69,000円 PC-MY28AAZ35

Windows Vista ® Business with SP1 正規版

CPU：インテル ®
Core™2 Duo
プロセッサー
E8300（2.83GHz）
LAN ギガビット
イーサネット
CPU：インテル ®
Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー
E2180（2GHz）
LAN ギガビット
イーサネット
CPU：インテル ®
Celeron ®
プロセッサー
430（1.80GHz）
LAN ギガビット
イーサネット

CPU：インテル ®
Core™2 Duo
プロセッサー
E8500（3.16GHz）

CPU：インテル ®
Core™2 Duo
プロセッサー
E8300（2.83GHz）
LAN ギガビット
イーサネット

Windows Vista Business with SP1 正規版

73,000円 PC-MY24RAZR5

CPU：インテル ®

Windows Vista ® Home Basic with SP1 正規版

58,000円 PC-MY24RAZ35

タイプMA

MY24R/A-5 （2008年5月発表商品）
®

Windows Vista ® Business with SP1 正規版

）

73,000円 PC-MY24RAZ75

Windows Vista ® Business with SP1 正規版

61,000円 PC-MY20LAZR5

Windows Vista ® Home Basic with SP1 正規版

46,000円 PC-MY20LAZ35

Windows Vista Business with SP1 正規版
®

MY18X/A-5

320 GB

+27,000円
PC-D-HSE325

160 GB

ワイドTFT-LCD
＊
（WXGA+）

+13,000円
PC-D-HSE165

+48,000円
LCD194WXM-V-D

80 GB

19 型
TFT-LCD
（SXGA）＊

+9,000円

増設HDDを利用する方

+50,000円
LCD93VXM-V-D

17型

Standby Rescue Multi ／増設HDD

320 GB+320 GB

Standby
Rescue Multi

+40,000円
LCD73VXM-V-D

15 型

＋

or
Standby
Rescue Multi
なし

Core™2 Duo
プロセッサー
E4600（2.40GHz）
LAN ギガビット
イーサネット

）

61,000円 PC-MY20LAZ75

CPU：インテル ®
Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー
E2180（2GHz）
LAN ギガビット
イーサネット

+40,000円
LCD52VM-V-D

80 GB+80 GB

+18,000円

PC-D-HDE805

ミラーリング（RAID 1）
※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

320 GB+320 GB ミラーリング用

+54,000円

PC-D-HRE325
+0円

ミラーリング

＊：デジタル接続を行う場合は、
デジタ
ルディスプレイ用コネクタボード
（DVI-D）をセレクションにて選択
いただくか、デジタル接続用のオ
プションを別途購入いただく必要
があります。詳しくは、P6の「拡張
機器
（主なもの）
」
をご覧ください。

+15,000円
PC-D-2HEAD7

＋

160 GB+160 GB ミラーリング用

+26,000円

PC-D-HRE165

80 GB+80 GB ミラーリング用

+18,000円

PC-D-HRE805

20.1型高精細
ワイドTFT-LCD
＊
（WSXGA+）
+73,000円
LCD205WXM-D

19 型
ワイドTFT-LCD
＊
（WXGA+）

+48,000円
LCD194WXM-V-D

19 型
TFT-LCD
（SXGA）＊

+50,000円
LCD93VXM-V-D

Windows Vista ® Business
で選択可能。
Windows XP Professional
インストールサービス適用で選択可能。
SecureRedirector＊
＆80 GB
+14,000円
PC-D-HCA805
＊：512MBメモリと同時に選択できません。

320 GB

17型

TFT-LCD
（SXGA）＊

+27,000円
PC-D-HSA325

+40,000円
LCD73VXM-V-D

160 GB

+13,000円
PC-D-HSA165

15 型

TFTアナログ-LCD
+40,000円
LCD52VM-V-D

80 GB

+9,000円
PC-D-HSA805

なし
+0円

Windows Vista ® Business with SP1 正規版

56,000円 PC-MY18XAZR5

Windows Vista ® Home Basic with SP1 正規版

41,000円 PC-MY18XAZ35

XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

+26,000円

PC-D-HDE165

なし

（2008年5月発表商品）

Windows Vista ® Business with SP1 正規版

160 GB+160 GB

+0円

TFTアナログ-LCD

+54,000円

PC-D-HDE325

+4,000円
PC-D-2HESR5

TFT-LCD
（SXGA）＊

MY20L/A-5 （2008年5月発表商品）

（

＊：512MBメモリと同時に選択できません。

19 型

LAN ギガビット
イーサネット

84,000円 PC-MY28AAZ75

XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

Windows XP Professional
インストールサービス適用

+14,000円

PC-D-HCE805

+73,000円
LCD205WXM-D

LAN ギガビット
イーサネット

MY28A/A-5 （2008年5月発表商品）

（

増設HDDを利用しない方
SecureRedirector＊
＆80 GB

20.1型高精細

LAN ギガビット
イーサネット

MY31A/A-5 （2008年5月発表商品）

Windows XP Professional
インストールサービス適用

HDD ／増設HDD ／ Standby Rescue Multi ／ミラーリング（RAID 1）

Serial ATA RAID

MY18X/E-5 （2008年5月発表商品）

（

ディスプレイ

PC-D-HSE805

MY30A/E-5 （2008年5月発表商品）

Windows XP Professional
インストールサービス適用

Core™2 Quad
プロセッサー
Q9450（2.66GHz）

［HDD使用可能領域について］
Windows XP Professionalインス
トールサービス適用時を除き、
お客様が使用可能なHDD領域
は約4GBの再セットアップなどの
領域を除いた容量となります。

構成オプション
（各項目から択一となります）

構成
CPU：インテル ®

Windows Vista ® Business with SP1 正規版 208,000円 PC-MY26FEZR5

（

■フリーセレクションによる選択手順
●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、
①まず筐体、CPU、OSなどパソコン
構成オプションの単体販売は行っておりま
のベース部分になる「フレームモデ
せん。フリーセレクション価格は、フリーセ
ル」をお選びください。
レクションメニューからセットモデルの構
成品を選択し、セットモデルとして購入され
②次に「構成オプション」を各項目か
る場合に適用される各構成品の価格です。
ら必ず1つお選びください。

56,000円 PC-MY18XAZ75

CPU：インテル ®
Celeron ®
プロセッサー
430（1.80GHz）
LAN ギガビット
イーサネット

＊：デジタル接続を行う場合は、
デジタ
ルディスプレイ用コネクタボード
（DVI-D）をセレクションにて選択
いただくか、デジタル接続用のオ
プションを別途購入いただく必要
があります。詳しくは、P6の「拡張
機器
（主なもの）
」
をご覧ください。

1 ：Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。
2 ：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は
®
また、Windows Vista Businessの再インストールには、ご購入時にセレクションメニューでDVD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

追加増設用途として豊富な液晶ディスプレイをご用意しております。
タイプMEでグラフィックアクセラレータを追加選択した場合、
およびタイプMF（液晶一体型）ではデュアルディスプレイ機能を使うことができます。

タイプMEでNVIDIA ® GeForce ® 8400 GSを選択時、およびタイプMFではデュアルディスプレイ機能をサポート。
2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業したり、同じ画面を2つのディスプレイに表示し、
対面業務に利用可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。
※デュアルディスプレイ機能は、
本カタログ掲載の液晶ディスプレイをアナログ接続した場合のみサポート。
※P27もあわせてご覧ください。
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●2つの画面に同一内容を
表示して対面業務を効率化。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

タイプMEでは「Windows Vista ®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに

プレミアム
与えられる「Windows Vista ® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルをご用意。
ロゴ モデル 詳しくは
http://nec8.com/mate/→〔タイプME〕をご覧ください。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

「Windows XP Professionalインストールサービス」についてはP28をご覧ください。
※表示価格はすべて消費税別です。

+27,400円
PC-D-CVEM25

2GB

（2,048MB×1）

1

CD-R/RW
with
DVD-ROM
（薄型）

+60,000円
PC-D-MSE205

2GB

+19,000円
PC-D-CVER25

+50,000円
PC-D-MDE205

1

+12,000円
PC-D-CVED25

指紋センサ機能付き
USB小型キーボード
&光センサーUSBマウス
+USBメモリ
+21,000円
PC-D-KBUFU4

指紋センサ機能付き
USB小型キーボード
&光センサーUSBマウス

Office
Professional
2007

GeForce ®
8400 GS
ダークブルー

+18,000円
PC-D-GREGF5

+1,000円
PC-D-ACFLE1

（1,024MB×2）

FDD
DVD-ROM
（薄型）

再セットアップ用
DVD-ROM＊

+1,000円
PC-D-FDEFD5

1GB

（1,024MB×1）

なし
+0円

2 3

Windows XP
Professional
インストール
サービス適用
のみ選択可能。

+35,000円
PC-D-MSE105

（512MB×2）
+35,000円
PC-D-MDE105

+8,000円
PC-D-CVEC25

+4,000円
PC-D-KBUSL4

デジタル
ディスプレイ用
コネクタボード
（DVI-D）＊

FeliCaポート
（外付け）
+5,000円
PC-D-SVEFE5

+2,000円
PC-D-GREDV5

+1,000円
PC-D-ACGLE6

+20,000円
PC-D-MSE515

Office
Personal
2007
with
PowerPoint
2007
+38,000円
PC-D-APEPP5

なし

なし＊

+0円

+0円

+3,000円
PC-D-KB10T1

エレガント
グリーン

＊
：GeForce® 8400 GSを
選択しない場合はチッ
プセット内蔵のグラフ
ィックアクセラレータ
機能を使用します。

エレガント
シルバー
+1,000円
PC-D-ACSLE6

Office
Personal
2007

+0円

+3,000円
PC-D-KBRS21

4GB

+100,000円
PC-D-MFA405

+24,400円
PC-D-CVAM15

2GB

FDD
CD-R/RW
with
DVD-ROM

1

+15,000円
PC-D-CVAR15

DVD-ROM

（1,024MB×2）

+1,000円
PC-D-FDAFD5

なし

1

+10,000円
PC-D-CVAD15

+0円

+50,000円
PC-D-MDA205

（512MB×2）
+35,000円
PC-D-MDA105

指紋センサ機能付き
USB小型キーボード
&光センサーUSBマウス
+USBメモリ
+21,000円
PC-D-KBUFU4

Windows Vista ®
Business
で選択可能。
Windows XP
Professional
インストールサービス適用
で選択可能。

+16,000円
PC-D-KBUFP4

USB 109キーボード
&光センサーUSBマウス

512 MB＊

+4,000円
PC-D-KBUSL4

（512MB×1）
+20,000円
PC-D-MSA515
＊：SecureRedirector＆
80GB HDDと同時に
選択できません。

Windows ® XP
Professional
再セットアップ用
CD-ROM

テンキー付きPS/2
小型キーボード
& PS/2マウス

標準保証拡張G3
［3年間翌営業日
出張修理］
+15,000円
PC-D-EX3HY3

動産総合保険付
標準保証拡張G3
［4年間引取修理専用］
+24,000円
PC-D-EX4DY3

+10,000円
PC-D-SPEXS5

動産総合保険付
標準保証拡張G3
［3年間引取修理専用］
+14,000円
PC-D-EX3DY3

Windows ® XP
Professional
再セットアップ用
CD-ROM

なし

+4,000円
PC-D-SPEXP5

+0円

1 2 3

＊：Windows Vista ®モデルは
再セットアップ用バックア
ップイメージがHDD内に
格納されております。

指紋センサ機能付き
USB小型キーボード
&光センサーUSBマウス

1GB

+

+0円

※別売の保証サービスおよ
び保守パックもご用意し
て お り ま す。詳 し くは
P12、P13の保証サービス
および保守パックをご覧
ください。

1

Windows Vista ®
Business
のみ選択可能。
再セットアップ用
DVD-ROM＊

Windows Vista ®
Business
で選択可能。
Windows XP
Professional
インストールサービス適用
で選択可能。

（1,024MB×4）

Windows Vista ®
Business
再セットアップ用
DVD-ROM

なし＊

＊：SecureRedirector＆
80GB HDDと同時に
選択できません。

DVDスーパー
マルチドライブ

2 3

Windows XP
Professional
インストールサービス適用
のみ選択可能。

2

+22,000円
PC-D-APEPE5

+29,000円
PC-D-EX4HY3

+6,000円
PC-D-SPEVB5

Windows XP
Professional
インストールサービス適用
のみ選択可能。

なし

PS/2 109キーボード
& PS/2マウス

512 MB＊

（512MB×1）

＊：Windows Vista® Business
を再インストールする場合は
別途Windows Vistaインス
トール代行サービス（有償）
の利用が必要です。

USB 109キーボード
&光センサーUSBマウス

テンキー付きPS/2
小型キーボード
& PS/2マウス

1GB

＊
CD-ROM（薄型）

+16,000円
PC-D-KBUFP4

+46,800円
PC-D-APEPR5

標準保証拡張G3
［4年間翌営業日
出張修理］

+6,000円
PC-D-SPEVB5

Office
Professional
2007

GeForce ®
8400 GS＊1
Windows Vista
Business
で選択可能。

+16,000円
PC-D-GRAGF5
＊1：デュアルディスプレイ
機能は未サポートです。

デジタル
ディスプレイ用
コネクタボード
（DVI-D）＊2
+2,000円
PC-D-GREDV5

ダークブルー
®

Windows XP
Professional
インストールサービス適用
で選択可能。
FeliCaポート
（外付け）
+5,000円
PC-D-SVEFE5

なし
+0円

＊2：GeForce ® 8400 GS
を選択しない場合は
チップセット内蔵の
グラフィックアクセ
ラレータ機能を使用
します。

ダークブラウン
+1,000円
PC-D-ACABR5

エレガント
シルバー

なし＊2
+0円

+1,000円
PC-D-ACABL5

+1,000円
PC-D-ACASL5

+46,800円
PC-D-APEPR5

Office
Personal
2007
with
PowerPoint
2007
+38,000円
PC-D-APAPP5

Office
Personal
2007

+6,000円
PC-D-SPEVH5

なし
+0円

+3,000円
PC-D-KB10T1

+29,000円
PC-D-EX4HY3

標準保証拡張G3
［3年間翌営業日
出張修理］
+15,000円
PC-D-EX3HY3

2

Windows XP
Professional
インストールサービス適用
のみ選択可能。
Windows Vista ®
Business
再セットアップ用
DVD-ROM

+

動産総合保険付
標準保証拡張G3
［4年間引取修理専用］

Windows ® XP
Professional
再セットアップ用
CD-ROM

+24,000円
PC-D-EX4DY3

+10,000円
PC-D-SPEXS5

+22,000円
PC-D-APAPE5

標準保証拡張G3
［4年間翌営業日
出張修理］

1

Windows Vista ®
Home Basic
のみ選択可能。
再セットアップ用
DVD-ROM＊

2

Windows XP
Professional
インストールサービス適用
のみ選択可能。

動産総合保険付
標準保証拡張G3
［3年間引取修理専用］
+14,000円
PC-D-EX3DY3

Windows ® XP
Professional
再セットアップ用
CD-ROM

なし

+4,000円
PC-D-SPEXP5

なし＊

PS/2 109キーボード
& PS/2マウス

1 2
+0円

+3,000円
PC-D-KBRS21

＊：Windows Vista®モデルは再セッ
トアップ用バックアップイメージ
がHDD内に格納されております。

Line Up

+110,000円
PC-D-MDE405

1

Environment

（2,048MB×2）

保証サービス

Reliability

Windows Vista ®
Business
のみ選択可能。

4GB

DVDスーパー
マルチドライブ
（薄型）

再セットアップ用媒体

Free Selection

アプリケーション

Specification Smart Selection

筐体アクセントカラー

Software

セキュリティ機能

+0円

Display

グラフィック系ボード

ME

キーボード・マウス

タイプ

合計メモリ

MA

FDD

タイプ

DVD/CDドライブ

※別売の保証サービスおよ
び保守パックもご用意し
て お り ま す。詳 し くは
P12、P13の保証サービス
および保守パックをご覧
ください。

「Windows Vista ® Business再セットアップ用DVD-ROM＋Windows ® XP Professional再セットアップ用CD-ROM」は選択できません。Windows Vista ® Businessを再インストールする場合は、
3 ：CD-ROMモデルでは、
有償サービス（Windows Vistaインストール代行サービス）をご利用いただく必要があります。詳しくはhttp://nec8.com/bizpc/osup/をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。
追加増設でご購入いただけるディスプレイ ※表示価格はすべて消費税別です。
タイプME、およびタイプMF（液晶一体型）で選択可能

20.1型

高精細ワイドTFT-LCD
＊
（WSXGA+）

●各々アプリケーションソフトを
表示して並行作業。

+73,000円
LCD205WXM-F

19 型

ワイドTFT-LCD
＊
（WXGA+）
+48,000円
LCD194WXM-V-F

19 型
TFT-LCD
（SXGA）＊
+50,000円
LCD93VXM-V-F

17型
TFT-LCD
（SXGA）＊
+40,000円
LCD73VXM-V-F

15 型
TFTアナログ-LCD
+40,000円
LCD52VM-V-F

＊：アナログRGB接続となります。

15

フリーセレクションメニュー2

［HDD使用可能領域について］
Windows XP Professionalインストール
サービス適用時を除き、お客様が使用可
能なHDD領域は約4GBの再セットアップ
などの領域を除いた容量となります。

MC（コンパクトタワー型）
タイプMF（液晶一体型）
タイプ

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。
希望小売価格

インストールOS

型番

構成

構成オプション（各項目から択一となります）
ディスプレイ

HDD

DVD/CDドライブ

FDD
+DVDスーパーマルチドライブ（薄型）

20.1型高精細

ワイドTFT-LCD
＊
（WSXGA+）

+31,400円

+73,000円
LCD205WXM-D

タイプMC
（コンパクトタワー型）

MY20L/C-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista® Business with SP1 正規版

62,000円 PC-MY20LCZR5

Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版

47,000円 PC-MY20LCZ35

Windows Vista Business with SP1 正規版
Windows XP Professional
インストールサービス適用

62,000円 PC-MY20LCZ75

®

（

）

CPU：インテル ®
Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー
E2180（2GHz）
LAN ギガビット
イーサネット

+48,000円
LCD194WXM-V-D

Windows Vista® Business with SP1 正規版

57,000円 PC-MY18XCZR5

Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版

42,000円 PC-MY18XCZ35

Windows Vista ® Business with SP1 正規版
Windows XP Professional
インストールサービス適用

）

57,000円 PC-MY18XCZ75

CPU：インテル ®
Celeron ®
プロセッサー
430（1.80GHz）
LAN ギガビット
イーサネット

Windows Vista
Business
で選択可能。

Windows XP
Professional
インストールサービス適用
で選択可能。
SecureRedirector＊
＆40 GB

+12,000円
PC-D-HCC405

19 型

TFT-LCD
（SXGA）＊

+50,000円
LCD93VXM-V-D

MY18X/C-5 （2008年5月発表商品）

（

19 型
ワイドTFT-LCD
＊
（WXGA+）

PC-D-CVCM25
®

160 GB

TFT-LCD
（SXGA）＊

+40,000円
LCD73VXM-V-D

15 型

TFTアナログ-LCD
+40,000円
LCD52VM-V-D

+23,000円

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能
FDD
+CD-ROM（薄型）＊

+12,000円

＊：Windows Vista ® Businessを再インストールする場合
は別 途Windows Vistaインストール 代 行 サービス
（有償）の利用が必要です。

DVDスーパーマルチドライブ
+24,400円
PC-D-CVCM15

+9,000円
PC-D-HSC805

+7,000円
PC-D-HSC405

2 3

PC-D-CVCC25

80 GB

40 GB

1

PC-D-CVCR25

＊：512MBメモリと同時に
選択できません。

+13,000円
PC-D-HSC165

17型

FDD
+CD-R/RW with DVD-ROM
（薄型）

FDD

1

CD-R/RW with
DVD-ROM

+15,000円
PC-D-CVCR15

なし

1

DVD-ROM
なし

+10,000円
PC-D-CVCD15

+0円
＊：アナログRGB接続に
なります。

MY24R/FE-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista® Business with SP1 正規版

142,000円 PC-MY24RFER5

Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 127,000円 PC-MY24RFE35
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

142,000円 PC-MY24RFE75

CPU：インテル ® Core™2 Duo
プロセッサー E4600（2.40GHz）

17型TFT-LCD（SXGA）
LAN ギガビットイーサネット

MY20L/FE-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista® Business with SP1 正規版

125,000円 PC-MY20LFER5

Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 110,000円 PC-MY20LFE35

タイプMF（液晶一体型）

Windows Vista Business with SP1 正規版
®

（

Windows XP Professional
インストールサービス適用

）

125,000円 PC-MY20LFE75

CPU：インテル ® Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー E2180（2GHz）

17型TFT-LCD（SXGA）
LAN ギガビットイーサネット

MY18X/FE-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista® Business with SP1 正規版

120,000円 PC-MY18XFER5

Windows Vista Home Basic with SP1 正規版 105,000円 PC-MY18XFE35
®

Windows Vista ® Business with SP1 正規版
XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

120,000円 PC-MY18XFE75

CPU：インテル ® Celeron ®
プロセッサー 430（1.80GHz）

17型TFT-LCD（SXGA）
LAN ギガビットイーサネット

138,000円 PC-MY24RFRR5

Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 123,000円 PC-MY24RFR35
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

138,000円 PC-MY24RFR75

CPU：インテル ® Core™2 Duo
プロセッサー E4600（2.40GHz）

15 型TFT-LCD（XGA）
LAN ギガビットイーサネット

MY18X/FR-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista® Business with SP1 正規版

125,000円 PC-MY18XFRR5

Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 110,000円 PC-MY18XFR35
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
XP Professional
（ Windows
インストールサービス適用 ）

Windows XP
Professional
インストールサービス適用
で選択可能。
SecureRedirector＊
＆80 GB

（2.5型HDD、7,200rpm）
+30,000円
PC-D-HLF805

125,000円 PC-MY18XFR75

CPU：インテル ® Celeron ®
プロセッサー 430（1.80GHz）

15 型TFT-LCD（XGA）
LAN ギガビットイーサネット

DVDスーパーマルチドライブ（薄型）
+27,400円

Windows Vista ®
Business
で選択可能。
Windows XP
Professional
インストールサービス適用
で選択可能。
SecureRedirector＊
＆80 GB

（2.5型HDD、5,400rpm）
+24,000円
PC-D-HCF805
＊：512MBメモリと同時に
選択できません。

MY24R/FR-5 （2008年5月発表商品）
Windows Vista® Business with SP1 正規版

Windows Vista ®
Business
で選択可能。

160 GB

（2.5型HDD、7,200rpm）
+33,000円
PC-D-HHF165

80 GB

（2.5型HDD、7,200rpm）
+25,000円
PC-D-HHF805

PC-D-CVFM25

CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）

1

+19,000円
PC-D-CVFR25

1

DVD-ROM（薄型）

+12,000円
PC-D-CVFD25

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能

2 3

CD-ROM（薄型）＊
+8,000円
PC-D-CVFC25
＊：Windows Vista ® Businessを再インストールする場合
は別途W in d ow s V i s t aインストール代行サービス
（有償）の利用が必要です。

80 GB

（2.5型HDD、5,400rpm）
+19,000円
PC-D-HSF805

1
「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。
2 ：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は
®
：Windows Vista ®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

また、Windows Vista Businessの再インストールには、ご購入時にセレクションメニューでDVD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

ケーブル、
コンセント等にも
利便性を追求

タイプME タイプMA タイプMC
背面のケーブルストッパ（標準
添付）により、ケーブルの抜けや
USB機器の盗難を防止します。
（写真はタイプME）
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タイプME
本体にUSBケーブ
ルフックを装備し、
USB機器のケーブ
ル抜けを防ぎます。

タイプMF

ケーブルホルダーでケーブル
抜けを防ぎます。またLAN
ケーブル等も収納できます。

NECがおすすめするWindows Vista® Business
セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
「Windows XP Professionalインストールサービス」についてはP28をご覧ください。

http://nec8.com/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

※表示価格はすべて消費税別です。

再セットアップ用媒体

1

+6,000円
PC-D-SPEVB5

（1,024MB×2）
+50,000円
PC-D-MDC205

1GB

（1,024MB×1）
FDDはDVD/CDドライブと
セットでお選びください。

+35,000円
PC-D-MSC105

512 MB＊

（512MB×1）
+20,000円
PC-D-MSC515

+4,000円
PC-D-KBUSL4

テンキー付きPS/2
小型キーボード
&PS/2マウス

+6,000円
PC-D-SPEVH5

Office
Personal
2007
with
PowerPoint
2007

標準搭載
LAN

+3,000円
PC-D-KB10T1

再セットアップ用DVD-ROM＊

+46,800円
PC-D-APEPR5

USB 109キーボード
&光センサー USBマウス

Windows XP Professional
インストールサービス適用
のみ選択可能。

+0円

+3,000円
PC-D-KBRS21

Windows ® XP Professional
再セットアップ用CD-ROM
+10,000円
PC-D-SPCXS5

Windows XP Professional
インストールサービス適用
のみ選択可能。

+22,000円
PC-D-APCPE5

＊
：SecureRedirector
＆40GB HDDと
同時に選択できません。

2

Windows ® XP Professional
再セットアップ用CD-ROM

なし

+4,000円
PC-D-SPEXP5

+0円

1 2 3

なし＊

+0円
＊：Windows Vista®モデルは再セットアップ
用バックアップイメージがHDD内に格納
されております。

Windows Vista ® Business
で選択可能。
Windows XP Professional
インストールサービス適用
で選択可能。

Windows Vista ®
Businessのみ選択可能。

+6,000円
PC-D-SPEVB5

Office
Professional
2007

2GB

（1,024MB×2）
+50,000円
PC-D-MDF205

FDD＊
+1,000円
PC-D-FDFFD5
＊：無線LANと
同時に選択できません。

なし
+0円

1GB

（1,024MB×1）
+35,000円
PC-D-MSF105

512 MB＊

（512MB×1）
+20,000円
PC-D-MSF515
＊
：SecureRedirector
＆80GB HDDと
同時に選択できません。

Windows Vista ® Business
で選択可能。
Windows XP Professional
インストールサービス適用
で選択可能。
指紋センサ機能付き
USB小型キーボード＊
&光センサーUSBマウス
+16,000円
PC-D-KBUFP4

USB 109キーボード＊
&光センサーUSBマウス
+4,000円
PC-D-KBUSL4

テンキー付きPS/2
小型キーボード（黒）
&光センサー PS/2マウス

無線LAN＊
（IEEE802.11a/b/g）

+
標準搭載
LAN

ギガビットイーサネット
+8,000円
PC-D-NEFLC4
＊：FDDと
同時に選択できません。

無線LANなし
+
標準搭載
LAN

ギガビットイーサネット

Windows Vista
Business
で選択可能。

FeliCaポート
（外付け）
+5,000円
PC-D-SVEFE5

なし

Windows
Home Basicのみ選択可能。

+6,000円
PC-D-SPEVH5

Office
Personal
2007
with
PowerPoint
2007

Windows XP Professional
インストールサービス適用
のみ選択可能。

Windows ® XP Professional
再セットアップ用CD-ROM
+10,000円
PC-D-SPEXS5

Office
Personal
2007

Windows XP Professional
インストールサービス適用
のみ選択可能。

+22,000円
PC-D-APEPE5

+3,000円
PC-D-KB10S1

2

Windows ® XP Professional
再セットアップ用CD-ROM

なし

+4,000円
PC-D-SPEXP5

+0円

+14,000円
PC-D-EX3DY3

なし
+0円
※別売の保証サービスおよ
び保守パックもご用意して
おります。
詳しくはP12、
P13
の保証サービスおよび保守
パックをご覧ください。

標準保証拡張G3
［4年間翌営業日
出張修理］
+29,000円
PC-D-EX4HY3

標準保証拡張G3
［3年間翌営業日
出張修理］
+15,000円
PC-D-EX3HY3

動産総合保険付
標準保証拡張G3
［4年間引取修理専用］

+

+0円

+0円

2 3

Windows Vista ® Business
再セットアップ用DVD-ROM

+38,000円
PC-D-APEPP5

動産総合保険付
標準保証拡張G3
［3年間引取修理専用］

1

再セットアップ用DVD-ROM＊

+46,800円
PC-D-APEPR5

®

Windows XP
Professional
インストールサービス適用
で選択可能。

Vista ®

+24,000円
PC-D-EX4DY3

MF

+21,000円
PC-D-KBUFU4

+15,000円
PC-D-EX3HY3

1

再セットアップ用DVD-ROM＊

指紋センサ機能付き
USB小型キーボード＊
&光センサーUSBマウス
+USBメモリ

標準保証拡張G3
［3年間翌営業日
出張修理］

動産総合保険付
標準保証拡張G3
［4年間引取修理専用］

+

Office
Personal
2007

PS/2 109キーボード
&PS/2マウス

2 3

Windows Vista ® Business
再セットアップ用DVD-ROM

+38,000円
PC-D-APCPP5

ギガビットイーサネット

1

MC

2GB

Windows Vista ®
Home Basicのみ選択可能。

+29,000円
PC-D-EX4HY3

Environment

Office
Professional
2007

標準保証拡張G3
［4年間翌営業日
出張修理］

Line Up

再セットアップ用DVD-ROM＊

Reliability

Windows Vista ®
Businessのみ選択可能。

保証サービス

Free Selection

アプリケーション

+24,000円
PC-D-EX4DY3

動産総合保険付
標準保証拡張G3
［3年間引取修理専用］
+14,000円
PC-D-EX3DY3

なし
+0円

PS/2 109キーボード＊
&PS/2マウス

なし＊

1 2 3
+0円

+3,000円
PC-D-KBRS21

＊：Windows Vista®モデルは再セットアップ
用バックアップイメージがHDD内に格納
されております。

＊：タイプMFの外観色は、
シルバーと黒
になりますが、
キーボードの色はミス
トホワイトとなります。

Specification Smart Selection

セキュリティ機能

Software

通信機能

Display

キーボード・マウス

タイプ

合計メモリ

タイプ

FDD

※別売の保証サービスおよ
び保守パックもご用意して
おります。
詳しくはP12、
P13
の保証サービスおよび保守
パックをご覧ください。

「Windows Vista ® Business再セットアップ用DVD-ROM＋Windows ® XP Professional再セットアップ用CD-ROM」は選択できません。Windows Vista ® Businessを再インストールする場合は、
3 ：CD-ROMモデルでは、
有償サービス（Windows Vistaインストール代行サービス）をご利用いただく必要があります。詳しくはhttp://nec8.com/bizpc/osup/をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

「サービスコンセント付き電源コード」
を標準添付

「薄型スタビライザ」でデッドスペースを抑制
タイプME タイプMA タイプMC

全モデル対応

ディスプレイなどの電源プラグを接続
できる便利なサービスコンセント付き
電源コードを標準添付。

机 上スペースを有効活用
できる薄型スタビライザを
標準添付。
（写真はタイプME）

本体背面をすっきりと
タイプME
別売の背面コネクタカバーを利用
することで、受付などに置いても背
面をスッキリ見せることができます。
■背面コネクタカバー 5
（別売）
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スマートセレクションメニュー1
ME
MA

タイプ

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びく
ださい。各セレクションの右横にある記号（例：V ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデル
の型番が導き出せるようになっております。
●標準搭載されている組み合わせは、
ベースモデル価格に含まれております。
［HDD使用可能領域について］
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。
セレクション価格は、
セレクション Windows XP Professionalイン
メニューからセットモデルの構成品を選択し、
セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。 ストールサービス適用時を除き、

タイプ

お客様が使用可能なHDD領域
は約4GBの再セットアップなどの
領域を除いた容量となります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/mate/ →
〔各モデル選択〕
→
〔カスタマイズ/お見積もり〕

ベースモデル（OS含む）

MY28A/E-5
（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY28AE

145,000 円（税別）

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

CPU：インテル ®
Core™2 Duo
プロセッサー
E8300（2.83GHz）

スマートセレクションメニュー
ディスプレイ

インストールOS＆アプリケーションソフトウェア

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

Windows Vista ® Business
with SP1 正規版

V

+48,000円

タイプME

MY20L/E-5
（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY20LE

126,000 円（税別）

Windows Vista Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能
®

CPU：インテル ®
Pentium® デュアルコア・
プロセッサー
E2180（2GHz）

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY18XE

120,000 円（税別）

MY24R/A-5
（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY24RA

116,000 円（税別）

タイプMA

MY20L/A-5
（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY20LA

104,000 円（税別）

Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

CPU：インテル ®
Celeron ®

TFT-LCD
（SXGA）＊

プロセッサー
430（1.80GHz）

ダーク
ブルー

CPU：インテル ®
Core™2 Duo
プロセッサー
E4600（2.40GHz）

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

CPU：インテル ®
Pentium® デュアルコア・
プロセッサー
E2180（2GHz）

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

+0円 Z

＊：アナログRGB接続になります。

（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY18XA

99,000 円（税別）

Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

19 型
ワイドTFT-LCD
＊
（WXGA+）

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

Windows Vista ® Business
with SP1 正規版
Windows XP Professional
インストールサービス適用

＆

R

）

Office Personal 2007

+22,000円

＆ アプリケーションなし

＆

+0円

Office Personal 2007

+22,000円

V

17型
TFT-LCD
（SXGA）＊

なし
CPU：インテル ®
Celeron ®
プロセッサー
430（1.80GHz）

A

5
7

Windows Vista ® Business
with SP1 正規版

＆ アプリケーションなし

S

+40,000円

MY18X/A-5

+0円

（

+48,000円

Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

+22,000円

＆ アプリケーションなし

S

+40,000円

アクセント
カラー

Office Personal 2007

17型

なし

MY18X/E-5

＆
型番

19 型
ワイドTFT-LCD
＊
（WXGA+）

+0円 Z

＊：アナログRGB接続になります。

+0円

Windows Vista ® Business
with SP1 正規版
Windows XP Professional
インストールサービス適用

（
＆

R

）

Office Personal 2007

＆ アプリケーションなし

A

+22,000円
+0円

5
7

PC-MY
1 ：Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
2 ：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。

お選びいただいた商品の型番

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます
設計上のこだわり
商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。
また、採用する部材には厳選した評価を行っています。
例）設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計
18

厳しい動作試験による品質の向上
試作段階から厳しい環境試験＊を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。
例）温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など
＊：開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、
実際の製品の動作を保証するものではありません。

NECがおすすめするWindows Vista® Business
「Windows XP Professionalインストールサービス」についてはP28をご覧ください。

■保証サービス（別売オプション）

■保守パック（別売オプション）

保証サービス
翌営業日
出張

保守パック

保証サービス期間

型番・希望小売価格

4年間保証サービス

PC-MV-EX4NY4 29,000円（税別）

3年間保証サービス

PC-MV-EX3NY4 15,000円（税別）

3年標準保証向け拡張キットG4

当日
出張

PC98-NXSeriesSupportPack G4

保守期間

型番・希望小売価格

5年間保守
4年間保守
3年間保守

PC-MV-SU5LD4 60,000円（税別）
PC-MV-SU4LD4 40,000円（税別）
PC-MV-SU3LD4 25,000円（税別）

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

グラフィックアクセラレータ＆通信機能＆再セットアップ用媒体&合計メモリ

＆

FDD
なし

S
＆

+8,400円

2＆

再セットアップ用媒体添付
＆
〔Windows Vista® Business 用（DVD-ROM）
Windows® XP Professional 用（CD-ROM）〕 ＆

R

（薄型）

+0円

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能。

＆

2＆

再セットアップ用媒体添付
〔Windows® XP Professional 用（CD-ROM）〕

＆
＆

Windows Vista ® Business
のみ選択可能。

＆

DVD
＆ スーパーマルチ
ドライブ

7

1

再セットアップ用媒体添付＊
〔Windows Vista® Business 用（DVD-ROM）〕

1

CD-R/RW
FDD ＆ with DVD-ROM

Windows Vista ® Business
のみ選択可能。

1
＆

1

＆

＆
再セットアップ用媒体なし＊

H

+1,000円

PS/2 109
キーボード
＆
PS/2マウス

DVD
＆ スーパーマルチ
ドライブ

＆

1＆

+6,000円
DVD-ROM

＆

＆

+15,400円

＆

＆
チップセット内蔵
LAN
グラフィック
＆ ギガビット
アクセラレータ
イーサネット
機能使用

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能。

＆

＆

2＆

U

Windows® XP Professional 用（CD-ROM）〕 ＆

1

DVD-ROM

再セットアップ用媒体添付
＆
〔Windows Vista® Business 用（DVD-ROM）

+

+5,000円

＆

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能。

G

+0円

512MB（512MB×1）

+0円

＆

2＆

再セットアップ用媒体添付
〔Windows® XP Professional 用（CD-ROM）〕

Line Up

X
U

+0円
2GB（1,024MB×2）

+40,000円

1GB（1,024MB×1）

+25,000円

512MB（512MB×1）

+10,000円

2GB（1,024MB×2）

+34,000円

1GB（1,024MB×1）

+19,000円

512MB（512MB×1）

+4,000円

2GB（1,024MB×2）

+36,000円

1GB（512MB×2）

+21,000円

512MB（512MB×1）

+6,000円

2GB（1,024MB×2）

+30,000円

1GB（512MB×2）

+15,000円

512MB（512MB×1）

+0円

＆
＆

+40,000円

1GB（512MB×2）

+25,000円

512MB（512MB×1）

+10,000円

2GB（1,024MB×2）

+34,000円

1GB（512MB×2）

+19,000円

512MB（512MB×1）

+4,000円

5

8

5

6
5

2
9
M

2
S
M

1
R
U

+0円
2GB（1,024MB×2）

8

7

80 GB

+14,400円

1

+15,000円

＊：Windows Vista ®モデルは再セットアップ用バック
アップイメージがHDD内に格納されております。

X

CD-R/RW
FDD
＆ with DVD-ROM
なし

1GB（1,024MB×1）

1

80 GB

+

1

CD-R/RW

＆ with DVD-ROM

+30,000円

＊：Windows Vista ®モデルは再セットアップ用バック
アップイメージがHDD内に格納されております。

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能。

DVD
スーパーマルチ
ドライブ（薄型）

2GB（1,024MB×2）

M

Reliability

PS/2 109
キーボード
＆
PS/2マウス

+6,000円

Environment

＆
チップセット内蔵
LAN
グラフィック
＆ ギガビット
アクセラレータ
イーサネット
機能使用

512MB（512MB×1）

9

Free Selection

+1,000円

＆
再セットアップ用媒体なし＊

+21,000円

Specification Smart Selection

＆

D

（薄型）

1＆

1GB（1,024MB×1）

2

Software

＆ with DVD-ROM

Windows Vista ® Business
のみ選択可能。

+36,000円

7
T
5

Display

CD-R/RW

1

FDD

2GB（1,024MB×2）

ME

5

＆

＆
＆

DVD
スーパーマルチ
＆ ドライブ（薄型）

+9,400円

＆

再セットアップ用媒体添付＊
〔Windows Vista® Business 用（DVD-ROM）〕

＆

タイプ

＆

1

MA

Windows Vista ® Business
のみ選択可能。

世代
番号

HDD

タイプ

キーボード・マウス＆FDD＆DVD/CDドライブ

2
S
M

8

5

プリインストール以外のOSで使用する場合、
各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、
必ず仕様一覧表の
「インストール可能OS」
および注釈をご覧ください。

製造停止から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証
長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年間の
ハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。補修用性能
部品の最低保有期間については、保証書にてご確認ください。
さらに詳しくは、

ISO9001の認証を取得
商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、
国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、
商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

http://nec8.com/pc/→
〔ビジネスPCのこだわり〕
をご覧ください。
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スマートセレクションメニュー 2

●標準搭載されている組み合わせは、
ベースモデル価格に含まれております。

MC（コンパクトタワー型）
タイプMF
（液晶一体型）

タイプ

［HDD使用可能領域について］
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、
お客様が使用可能なHDD領域は約4GBの
再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/mate/ →
〔各モデル選択〕
→
〔カスタマイズ/お見積もり〕

ベースモデル（OS含む）

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー
ディスプレイ

インストールOS＆アプリケーションソフトウェア

Windows Vista ® Business
with SP1 正規版

タイプMC（コンパクトタワー型）

MY20L/C-5
（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY20LC

104,000 円（税別）

MY18X/C-5
（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY18XC

99,000 円（税別）

Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

CPU：
インテル ® Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー
E2180（2GHz）

19 型
ワイドTFT-LCD
＊
（WXGA+）

V

+48,000円

17型
TFT-LCD
（SXGA）＊
Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

なし

Office Personal 2007

+22,000円

＆ アプリケーションなし

S

+40,000円

CPU：
インテル ® Celeron ®
プロセッサー
430（1.80GHz）

＆

+0円 Z

＊：アナログRGB接続になります。

+0円

Windows Vista ® Business
with SP1 正規版
Windows XP Professional
インストールサービス適用

（
＆

A
R

）

Office Personal 2007

5

+22,000円

＆ アプリケーションなし

7

+0円

Windows Vista ® Business
with SP1 正規版

タイプMF（液晶一体型）

MY20L/FE-5
（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY20LFE

201,000 円（税別）

MY18X/FE-5
（2008年5月発表商品）

型番 PC-MY18XFE

196,000 円（税別）

Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

CPU：
インテル ® Pentium ® デュアルコア・
プロセッサー
E2180（2GHz）

Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Business with SP1 正規版
（Windows XP Professionalインストールサービス適用）
のどちらか1つ選択可能

CPU：
インテル ® Celeron ®
プロセッサー
430（1.80GHz）

＆

17型TFT-LCD（SXGA）

17型TFT-LCD（SXGA）

Office Personal 2007

+22,000円

＆ アプリケーションなし

+0円

Windows Vista ® Business
with SP1 正規版
Windows XP Professional
インストールサービス適用

（
＆

A
R

）

Office Personal 2007

+22,000円

＆ アプリケーションなし

+0円

PC-MY
1 ：Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
2 ：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。

お選びいただいた商品の型番

NEC ビジネスPC
Mate/VersaProシリーズについての
アンケートを実施しております。
携帯電話またはパソコンから
以下のURLにてアクセスすることができます。

安心

NECの国内工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、
入退場管理を実施したフロアで作業を行い、送品にはセキュリティ対策物流＊1を利用しています。

便利 各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。
確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。
お客様には最短でPC本体納期＋3営業日＊2 で納品します。
従来

PCカスタマイズサービス

NEC
製品出荷

URL http://necbpc.jp

導入作業
HDDマスターコピー

●

ネットワーク設定

●

●

※アンケートの受付は2008年9月30日までとなります。
※アンケート入力時の通信費用はお客様のご負担と
なりますので予めご了承ください。
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●

ラベル貼付
展開作業 等

お客様

出荷前に行うことの
できる導入作業を
代行
導入工数削減

NEC
製品出荷&導入作業
●
HDDマスターコピー
●
ネットワーク設定
●
ラベル貼付 等
展開作業

お客様

＊1：輸送トラックや配送セ
ンター内では施 錠さ
れた特別区画で管理
しています。
＊2：お客様からご提供い
ただく情 報を必 要と
するサービスに関して
は、ご提供いただいて
から最短で7営業日後
の納品となります。

5
7

NECがおすすめするWindows Vista® Business
「Windows XP Professionalインストールサービス」についてはP28をご覧ください。

■保証サービス（別売オプション）

■保守パック（別売オプション）

保証サービス
翌営業日
出張

保証サービス期間

保守パック

型番・希望小売価格

4年間保証サービス

PC-MV-EX4NY4 29,000円（税別）

3年間保証サービス

PC-MV-EX3NY4 15,000円（税別）

3年標準保証向け拡張キットG4

当日
出張

保守期間

型番・希望小売価格
PC-MV-SU5LD4 60,000円（税別）
PC-MV-SU4LD4 40,000円（税別）
PC-MV-SU3LD4 25,000円（税別）

5年間保守
4年間保守
3年間保守

PC98-NXSeriesSupportPack G4

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

グラフィックアクセラレータ＆通信機能＆再セットアップ用媒体&合計メモリ

1

DVD-ROM

＆

2

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能。

+

+0円

Windows® XP Professional 用（CD-ROM）〕

2

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能。

＆

+0円
＆

＆

＆

1GB（1,024MB×1）

+25,000円
512MB（512MB×1）

+10,000円
1GB（1,024MB×1）

+19,000円

再セットアップ用媒体添付
512MB（512MB×1）
〔Windows® XP Professional 用（CD-ROM）〕 ＆

+4,000円

1

Windows Vista ® Business
のみ選択可能。

＆

＆

2GB（1,024MB×2）

+21,000円

再セットアップ用媒体添付＊
1GB（1,024MB×1）
〔Windows Vista® Business 用（DVD-ROM）〕 ＆

+6,000円

1

Windows Vista ® Business
のみ選択可能。

テンキー付き
PS/2小型
キーボード
（黒）
＆
＆
光センサー
PS/2マウス

FDD
なし

＆

＆

DVDスーパー
＆ マルチドライブ
（薄型）

C

+8,400円

CD-R/RW with
＆ DVD-ROM
（薄型）

1
F

再セットアップ用媒体なし＊
チップセット内蔵
LAN
グラフィック
＆ ギガビット
アクセラレータ
イーサネット
機能使用

+0円

U
80 GB

再セットアップ用媒体添付
＆
〔Windows Vista® Business 用（DVD-ROM）

G

+0円

＊：Windows Vista ®モデルは再セットアップ用バック
アップイメージがHDD内に格納されております。

＆

2GB（1,024MB×2）

+15,000円
1GB（1,024MB×1）

+0円

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能。

再セットアップ用媒体添付
〔Windows Vista® Business 用（DVD-ROM）

＆

+

Windows® XP Professional 用（CD-ROM）〕

2

Windows XP Professional
インストールサービス適用のみ選択可能。

＆

＆

＆

2GB（1,024MB×2）

+25,000円
1GB（1,024MB×1）

+10,000円
2GB（1,024MB×2）

+19,000円

再セットアップ用媒体添付
1GB（1,024MB×1）
〔Windows® XP Professional 用（CD-ROM）〕 ＆

+4,000円

5

5

9

M

2

9

1

X
80 GB
（2.5型HDD、
5,400rpm）

＆

5

6

＊：Windows Vista ®モデルは再セットアップ用バック
アップイメージがHDD内に格納されております。

2

8

Environment

+5,000円

512MB（512MB×1）

X

Reliability

U

＆

+15,000円

Free Selection

CD-R/RW with
FDD ＆ DVD-ROM
なし

チップセット内蔵
LAN
グラフィック
＆ ギガビット
アクセラレータ
イーサネット
機能使用

1GB（1,024MB×1）

M

Line Up

＆
再セットアップ用媒体なし＊

1

＆

+6,000円

8

+0円
7

6

2

Specification Smart Selection

X

+14,400円
PS/2 109
キーボード
＆
＆
PS/2マウス

1

Windows Vista ® Business
のみ選択可能。

DVDスーパー
＆ マルチドライブ

512MB（512MB×1）

9

9

8

5

Software

〔Windows Vista® Business 用（DVD-ROM）〕 ＆

+21,000円

MC

再セットアップ用媒体添付＊

1GB（1,024MB×1）

タイプ

＆

＆

MF

1

Windows Vista ® Business
のみ選択可能。

世代
番号

HDD

タイプ

キーボード・マウス＆FDD＆DVD/CDドライブ

Display

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

PC導入時の作業負担を軽減！ PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行（有償）します。
ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。
サービスメニューは随時更新いたします。
サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、

■サービス一覧
メニュー＊1

＊2
標準料金（税別）

基本料金

0円

メニュー＊1
復旧用バックアップDVD複製サービス＊6

ラベル作成/貼付サービス
（同一ラベル）

400円/台

復旧用バックアップCD作成サービス

＊3
ラベル貼付サービス
（同一ラベル）

300円/台

復旧用バックアップCD複製サービス＊6

ラベル作成/貼付サービス（装置毎ラベル）

700円/台

添付品一括納品サービス＊7

400円/台

MACアドレス抽出サービス

ラベル貼付サービス
（装置毎ラベル）＊3

＊2
標準料金（税別）

4,000円/セット
22,000円/台

4,000円/セット ＊1：メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。
800円/台
500円/台

BIOS設定変更サービス

1,700円/台

Windowsアップデートサービス

2,000円/台

個別ネットワーク設定サービス＊4

2,300円/台

JIS90互換フォントインストールサービス＊8

2,300円/台

HDD領域設定変更サービス

3,000円/台

Internet Explorer 6.0
（SP2）
ダウングレードサービス＊9

1,700円/台

HDDマスターコピーサービス＊5

4,300円/台

Windows Vista Enterpriseインストールサービス＊10

4,300円/台

復旧用バックアップDVD作成サービス

17,500円/台

http://nec8.com/care/custom/
をご覧ください。
＊2：弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
＊3：貼付するラベルはお客様にご提供いただきます。
＊4：お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
＊5：50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます（一括購
入である必要はありません）。
＊6：復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービス
で作成したCDまたはDVDのみ対象です。
＊7：一括納品する添付品は、当社指定のパック単位となります。
＊8：Windows Vista ®インストールモデルのみ対象です。
＊9：Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ対象です。
＊10：Windows Vista ® Businessインストールモデルのみ対象です。
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■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下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。
タイプME
型名＊1

MY26F/E-5

MY31A/E-5

MY30A/E-5

ベースOS
インストールOS
CPU
クロック周波数
キャッ
シュ
メモリ

1次
2次

インテル ® Core™2 Quad
プロセッサー Q9450

インテル ® Core™2 Duo
プロセッサー E8500

2.66GHz
インストラクション用32KB
×4/データ用32KB×4

3.16GHz

6MB×2

インテル ® Celeron ®
プロセッサー 430

インテル ® Core™2 Duo
プロセッサー E8400

インテル ® Core™2 Duo
プロセッサー E8300

インテル ® Pentium ®
デュアルコア・プロセッサー
E2180

3GHz

2.83GHz

2GHz

1.80GHz
インストラクション用32KB/
データ用32KB

1MB

512KB

6MB

800MHz
（メモリバス：667MHz ）

表示機能

＊28
4GB
［DIMMスロット×2］
インテル ® GMA 3100（チップセットに内蔵）
、最大256MB＊35（Windows ® XPの場合）
最大64～286MB＊35（Windows Vista ® の場合）
＊4 、
＊4 、
＊4 、
最大1,677万色＊3（1,600×1,200ドット
〈UXGA〉
1,680×1,050ドット
〈WSXGA+〉
1,280×1,024ドット
〈SXGA〉
＊4
〈XGA〉、800×600ドット
〈SVGA〉
）
1,440×900ドット
〈WXGA+〉 、1,024×768ドット

ビデオRAM
＊29
表示色
（解像度）

インテル ® High Definition Audio 準拠
（ステレオPCM録音再生機能、
ソフトウェアMIDI音源）
、
アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵＊5、
3Dオーディオ
（Direct Sound 3D対応）
、
マイク機能
（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル＊36、
ビームフォーミング＊37）

USB
（USB2.0＊8）

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、
Remote Power On機能標準装備
Remote Power On機能標準装備、
インテル ® AMT3.2対応
6（本体前面×2､本体背面×4）
［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済 ］

シリアル
パラレル

RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応
セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1

ディスプレイ
PS/2

ミニD-sub15ピン×1＊24
ミニDIN6ピン×2
［PS/2接続キーボード選択時、
キーボードおよびマウスで占有済 ］

通信関連
サウンド関連
内蔵3.5型ベイ
［空き］
PCIスロット
［空き］

RJ45 LANコネクタ×1
ライン出力：ステレオミニジャック×1、
ライン入力：ステレオミニジャック×1、
ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1
マイク入力：ステレオミニジャック×1＊38 、
＊23
2スロット
（標準HDDで1スロット占有済）
［1］
＊11
1スロット
（ハーフ ）
［1］

通信
機能

LAN

ベイ

MY18X/E-5

1,333MHz
（メモリバス：667MHz ）
インテル ® Q35 Express チップセット
TPM v1.2準拠

最大メモリ
（メインメモリ）
グラフィックアクセラレータ

インター
フェイス

MY20L/E-5

インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2

システムバス
チップセット
セキュリティチップ＊2

音源/サウンド機能

MY28A/E-5

Windows Vista ® Business with SP1 正規版
Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows ® XP Professional（SP2）正規版のどちらか1つ選択

拡張
PCI Express x1スロット［空き］
スロット
PCI Express x16スロット［空き］
電源
消費電力＊13（最大構成時＊22）
※Windows Vista® Businessの測定値
消費電力＊13（最大構成時＊22）

1スロット
（ハーフ＊11）
［1］
1スロット
（Low Profile＊12）
（NVIDIA® GeForce ® 8400 GSまたはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、
グラフィック系ボードで占有済）
［1］
AC100V±10%､50/60Hz
（入力波形は正弦波のみをサポート）
約47W
（最大約190W ）

約48W
（最大約191W ）

約47W
（最大約180W ）

約48W
（最大約175W ）

約45W
（最大約174W ）

約42W
（最大約165W ）

約46W
（最大約191W ）

約45W
（最大約190W ）

約46W
（最大約177W ）

約47W
（最大約174W ）

約43W
（最大約173W ）

約39W
（最大約166W ）

皮相電力＊13（最大構成時＊22）
※Windows Vista® Businessの測定値

約48VA
（最大約194VA ）

約49VA
（最大約195VA ）

約48VA
（最大約183VA ）

約49VA
（最大約179VA ）

約46VA
（最大約177VA ）

約43VA
（最大約168VA ）

皮相電力＊13（最大構成時＊22）
※Windows® XP Professionalの測定値

約47VA
（最大約194VA ）

約46VA
（最大約194VA ）

約47VA
（最大約181VA ）

約48VA
（最大約177VA ）

約44VA
（最大約176VA ）

約40VA
（最大約169VA ）

j区分 0.0003（AAA ）

j区分 0.0005
（AAA ）

j区分 0.0005
（AAA ）

j区分 0.0006（AAA ）

j区分 0.0008
（AAA ）

j区分 0.0015
（AA ）

j区分 0.0003（AAA ）

j区分 0.0005
（AAA ）

j区分 0.0005
（AAA ）

j区分 0.0006（AAA ）

j区分 0.0007
（AAA ）

j区分 0.0014
（AA ）

※Windows® XP Professionalの測定値

エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）＊14
※Windows Vista® Businessの測定値

エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）＊14
※Windows® XP Professionalの測定値
電波障害対策
外形寸法
（本体）
＊15
質量
（本体）
温湿度条件

VCCI ClassB
＊16
88
（W ）
×327
（D ）
×345
（H ）mm
（スタビライザ含まず）、218
（W ）
×327
（D ）
×345
（H ）mm
（スタビライザ含む）
約8.7kg
10～35℃､ 20～80%（ただし結露しないこと）

＊19/Server
＊19
インストール可能OS＊17＊18＊21
Windows Vista ® Enterprise
（SP1）/Business
（SP1）、Windows ® XP Professional
（SP2）、Windows ® 2000 Professional
（SP4）
（SP4）
サービスコンセント付き電源コード、
スタビライザ、
アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他
主な添付品
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、
フリーセレクションメニュー、
スマートセレクションメニューをご参照ください。

再セットアップ用
データ＊52

標準
選択可能

セレクションメニュー

ディスプレイ用コネクタ
ビデオRAM
グラフィック
系ボード グラフィックアクセラレータ
ビデオRAM
512MB
1GB
1GB
メモリ
＊55
2GB
2GB
4GB
FDD
80GB
160GB
320GB
ハード
ディスク
80GB×2＊59
160GB×2＊59
320GB×2＊59
ミラーリング
（RAID 1）

＊51

DVD/CDドライブ＊62
（P25をご覧ください）
USBメモリ
セキュリ
ティ機能
キーボード・マウス

22

再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊53（Windows Vista ®インストールを選択した場合のみ＊87）
再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊53（Windows Vista ®インストールを選択した場合のみ＊87）
&再セットアップ用媒体添付＊86
＊77
デジタルディスプレイ用コネクタボード
（DVI-D ）
最大64～286MB＊85（Windows Vista ®の場合）
、最大256MB＊85（Windows ® XPの場合）
NVIDIA® GeForce ® 8400 GS（PCI Express x16）
＊90
、256MB
（メインメモリ512MBの場合）
、最大512MB
（メインメモリ1,024MB以上の場合）
（Windows ® XPの場合）
最大320～1,663MB＊89（Windows Vista ®の場合）
DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1
DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2＊57
DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1
DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2＊57
DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048MB DIMM×1
DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048MB DIMM×2＊57
3.5型、3モード
（720KB/1.2MB/1.44MB ）対応＊80
約80GB＊58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
約160GB＊58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
約320GB＊58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応

約80GB＊58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
約160GB＊58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
約320GB＊58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
インテル ® マトリクス・ストレージ・テクノロジー
CD-ROM（薄型）
＊64
DVD-ROM（薄型）
＊64＊65＊66
CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）
＊64＊65＊66
DVDスーパーマルチドライブ
（薄型）
512MB
（USB2.0対応）

FeliCaポート＊74

FeliCaポート
（外付け）
（USB接続、
ケーブル長：約70cm ）。OSログオン時、
スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

PS/2 109キーボード
& PS/2マウス
（ボール）
テンキー付きPS/2小型キーボード
& PS/2マウス（ボール）
USB 109キーボード
& USBマウス（光センサー）
指紋センサ機能付きUSB
小型キーボード＊74
& USBマウス（光センサー）

JIS標準配列
（英数､かな）、109キーレイアウト、
テンキー付き、PS/2インターフェイス、
外形寸法：456（W ）
×169（D ）
×40（H ）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス
（ボール式、
スクロールホイール付き）添付
JIS標準配列
（英数､かな）、
テンキー付き、PS/2インターフェイス、
外形寸法：384
（W ）
×154
（D ）
×36（H ）mm、質量：約0.8kg、PS/2マウス
（ボール式、
スクロールホイール付き）添付
＊75 、
JIS標準配列
（英数､かな）、109キーレイアウト、
テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ
（2ポート）
USBインターフェイス、
＊76
、
スクロールホイール付き）添付
外形寸法：472
（W ）
×179（D ）
×39（H ）mm、質量：約1.2kg、USBマウス
（光センサー式
＊75＊91、
JIS標準配列
（英数､かな）、
テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ
（2ポート）
USBインターフェイス、
スクロールホイール付き）添付
外形寸法：435
（W ）
×165
（D ）
×41
（H ）mm、質量：約1.1kg、USBマウス
（光センサー式＊76、

NECがおすすめするWindows Vista® Business
【本体部分 】
＊1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
Windows® XP Professionalで使用可能です
（再セッ
＊2：プリインストールのWindows Vista® Business、
トアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。
ベースOS
＊3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
＊4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによって
は、表示できないことがあります。
インストールOS
＊5：内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際
は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
（本体ライン出力端子使用）
＊6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。
＊8
：
USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
インテル ® Core™2 インテル ® Core™2 インテル ® Core™2 インテル ® Pentium®
インテル ® Celeron®
Duo プロセッサー Duo プロセッサー Duo プロセッサー
デュアルコア・
CPU
＊11：搭載可能なボードサイズは、106
（W）×176
（D）mm以内となります。
プロセッサー 430
E8500
E8300
E4600
プロセッサー E2180
＊12：搭載可能なボードサイズは、64
（W）×167
（D）mm以内となります。
（512MB×2）
）
、HDD 80GB
（増設
＊13：メモリ512MB
（タイプMEのWindows Vista ® Businessは1GB
クロック周波数
3.16GHz
2.83GHz
2.40GHz
2GHz
1.80GHz
HDDなし）
、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDあり、PS/2 109キーボード、PS/2マウス
（ボー
インストラクション用
1次
インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2
ル）
、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
キャッシュ
32KB/データ用32KB
＊14
：
エネルギー消費効率とは、
省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める
メモリ
2次
6MB
2MB
1MB
512KB
複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AA
システムバス
1,333MHz
（メモリバス：667MHz ）
800MHz
（メモリバス：667MHz ）
は達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
®
＊15
：
メ
モリ512MB
（タイプMEは1GB
（512MB×2）
）
、HDD 80GB
（増設HDDなし）
、CD-R/RW with DVDチップセット
インテル G33 Express チップセット
ROMドライブ、FDDあり、
タイプMEはPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成での質量
＊2
TPM v1.2準拠
セキュリティチップ
です（キーボー
。
ド、
マウスの質量は含みません）
＊28
最大メモリ
（メインメモリ）
4GB
［DIMMスロット×4 ］
＊16：縦置き時の足以外の突起物は含みません。
グラフィックアクセラレータ
インテル ® GMA 3100（チップセットに内蔵）
＊17：｢SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージ
ョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は
（ ）
ビデオRAM
最大64～286MB＊35
（Windows Vista ®の場合）
、最大256MB＊35
（Windows ® XPの場合）
内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
最大1,677万色＊3（1,600×1,200ドット〈UXGA〉＊4、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉＊4、1,280×1,024
＊29
表示色
（解像度）
＊18：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。
「http://nec8.com/」の上段ボタン中
「サ
＊4
＊4
、800×600ドット〈SVGA〉）
ドット〈SXGA〉 、1,440×900ドット〈WXGA+〉 、1,024×768ドット〈XGA〉
ポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ
（サ
＊6 、
インテル ® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）
ポートOS用ドライバ）
」→「インストール可能OS用ドライバ
（サポートOS用ドライバ）
」に順次掲載し
音源/サウンド機能
3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）
、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル＊36、ビームフォーミング＊37）
ます。なお、
インストール可能OSを利用する際、
インストール/添付アプリケーションや一部の機能が
通信機能
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備
使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、
「インストール可能OSをご利用に
6（本体前面×2､本体背面×4）
［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。
なる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
USB
（USB2.0＊8）
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済 ］
＊19：以下のOSとセレクションメニューの組み合わせは、
インストール可能OSで使用できません。購入時
にご注意ください。ミラーリング選択時は、Windows® 2000 Professional/Serverが使用できませ
シリアル
RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応
タイプMEのGeForce® 8400 GSおよびデジ
ん。また、Windows® 2000 Professional/Serverでは、
パラレル
セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1
タルディスプレイ用コネクタボード
（DVI-D）
が使用できません。この他にもインストール可能OSをご
インター
ディスプレイ
ミニD-sub15ピン×1＊25
利用の際の制限事項がありますので＊18をご覧ください。
フェイス
PS/2
ミニDIN6ピン×2
［PS/2接続キーボード選択時、
キーボードおよびマウスで占有済 ］
セレクションメニューで選択可能なDVD-ROMドライ
＊21：Windows Vista ®をインストールする場合は、
ブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれかが必要です。
通信関連
RJ45 LANコネクタ×1
＊22
：
最大構成時の値は、
セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、
拡張ポートおよび拡張スロ
＊38
マイク入力：ステレオミニジャック×1 、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、
サウンド関連
ットをすべて占有した状態で算出した値です。
ライン入力：ステレオミニジャック×1
＊23：増設HDD選択時は空きベイはありません。
内蔵3.5型ベイ
［空き］
1スロット
（標準HDDで占有済）
［0 ］
セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® 8400 GSを選択した
＊24：
ベイ
3.5型ベイ
［空き］
1スロット
（FDDまたは専用カバーで占有済）
［0 ］
場合はボード搭載の専用コネクタ
（DMS-59コネクタ）
となります。アナログ液晶ディスプレイに接続す
ミニD-sub15
る場合は、
ボード添付のGeForce® 8400 GS用アナログディスプレイケーブルを使用し、
5型ベイ
［空き］
1スロット
（DVD/CDドライブで占有済）
［0 ］
ピン×2の構成となります。
デジタルディ
スプレイに接続する場合は、
別売のGeForce ® 8400 GS用デ
＊12
［2］
PCIスロット
［空き］
2スロット
（Low Profile ×2）
ジタルディスプレイケーブルを接続し、DVI-D×1の構成となります。GeForce® 8400 GSを選択した場
＊12
拡張 PCI Express x1スロット［空き］
1スロット
（Low Profile ）
［1］
合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード
スロット PCI Express x16
1スロット
（Low Profile＊12）
（NVIDIA ® GeForce ® 8400 GSまたは
（DVI-D）
を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ
（ミニD-sub15ピン×1）
とボード搭載
スロット
［空き］
デジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、
グラフィック系ボードで占有済）
［1］
のデジタルコネクタ
（DVI-D×1）
の構成となります
（I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ
（ミニD-sub15
電源
AC100V±10%､50/60Hz
（入力波形は正弦波のみをサポート）
ピン）
との同時使用は未サポートです）
。
＊25：セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® 8400 GSを選択
約49W
約48W
約47W
約46W
約43W
消費電力＊13（最大構成時＊22）
した場合はDVI-I29ピン×1となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合はボード添付の
※Windows Vista® Businessの測定値 （最大約204W ）（最大約191W ）（最大約198W ）（最大約189W ）（最大約170W ）
アナログ変換ケーブルを使用します。GeForce® 8400 GSを選択した場合は、I/Oプレート部搭載の
消費電力＊13（最大構成時＊22）
約47W
約45W
約44W
約44W
約41W
アナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード
（DVI-D）
を選択した場
※Windows® XP Professionalの測定値 （最大約201W ）（最大約187W ）（最大約195W ）（最大約186W ）（最大約167W ）
合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ
（ミニD-sub15ピン×1）
とボード搭載のデジタルコネクタ
約67VA
約65VA
約63VA
約62VA
約58VA
皮相電力＊13（最大構成時＊22）
（DVI-D×1）
の構成となります（I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ
（ミニD-sub15ピン）
との同時使
※Windows Vista® Businessの測定値 （最大約276VA ）（最大約258VA ）（最大約268VA ）（最大約256VA ）（最大約230VA ）
用は未サポートです）
。
皮相電力＊13（最大構成時＊22）
約63VA
約61VA
約60VA
約59VA
約55VA
＊28：最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を
®
※Windows XP Professionalの測定値 （最大約272VA ）（最大約253VA ）（最大約263VA ）（最大約251VA ）（最大約225VA ）
使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）＊14 j区分 0.0006
j区分 0.0006
j区分 0.0007
j区分 0.0008
j区分 0.0017
＊29：セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡
※Windows Vista® Businessの測定値
（AAA ）
（AAA ）
（AAA ）
（AAA ）
（AA ）
大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）＊14 j区分 0.0005
j区分 0.0006
j区分 0.0007
j区分 0.0008
j区分 0.0016 ＊35：ビデオRAMは、
メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって
※Windows® XP Professionalの測定値
（AAA ）
（AAA ）
（AAA ）
（AAA ）
（AA ）
異なります。
電波障害対策
VCCI ClassB
＊36：録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
＊37：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、
マイクを向けていない方向からのノイズを軽減さ
98
（W ）
×385
（D ）
×343（H ）mm
（スタビライザ含まず）、
外形寸法
（本体）
＊16
220（W ）
×385
（D ）
×343（H ）mm
（スタビライザ含む）
せることができます。
＊15
＊38
：
パソコン用マイ
ク
と
し
て市販されているコンデンサマイ
クやヘッドセットを推奨します。
質量
（本体）
約9.2kg

タイプMA

MY28A/A-5
MY24R/A-5
MY20L/A-5
MY18X/A-5
Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
®
Windows Vista Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択
Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows ® XP Professional（SP2）正規版のどちらか1つ選択
（ベースOSにWindows Vista ® Business with SP1 正規版を選択した場合）
、
Windows Vista ® Home Basic with SP1 正規版
（ベースOSにWindows Vista ® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合）

＊53：HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアッ
プイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマ
ルチドライブの選択が必要です。
＊55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
＊57：デュアルチャネルに対応します。
＊58：40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルで
は最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
＊59：セレクションメニューにてStandby Rescue Multiありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットで
＊85
®
＊85
®
ビデオRAM 最大64～286MB （Windows Vista の場合）
、最大256MB （Windows XPの場合）
グラフ
す。Standby Rescue Multiを選択されない場合は、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。
ィック グラフィックアクセラレータ
＊62：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
NVIDIA ® GeForce ® 8400 GS（PCI Express x16）
系
＊63
：
本体縦置き時、8cmCDは使用できません。
＊89
®
最大320～1,663MB （Windows Vista の場合）
、
ボード
＊64：DVDビデオ再生ツール
「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
ビデオRAM
256MB
（メインメモリ512MBの場合）
、
＊90
®
＊65：書き込みツール
「Roxio Easy Media Creator® 9」が添付されます。
最大512MB
（メインメモリ1,024MB以上の場合） （Windows XPの場合）
＊66：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
512MB
DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1
Windows® XP Professionalで使用可能です（再セッ
＊74：プリインストールのWindows Vista® Business、
1GB
DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2＊57
メモリ
トアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。
＊55
2GB
DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2＊57
＊75：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
＊76：光センサーマウスは、光沢のある白い面などでの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合
4GB
DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×4＊57
があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
FDD
3.5型、3モード
（720KB/1.2MB/1.44MB ）対応＊80
＊77：デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、
チップセットに内蔵のグラフィックアクセ
80GB
約80GB＊58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
ラレータ機能を使用します。
ハード
＊58
、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
160GB
約160GB
＊80：1.2MBへの対応は、
ドライバのセットアップが必要です（標準添付）。1.44MB以外（720KB/1.2MB）
ディスク
のフォーマットはできません。
320GB
約320GB＊58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
＊85
：
ビデオRAMは、
メインメモリを使用します。
ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって
＊63＊64
DVD-ROM
DVD/CDドライブ＊62
異なります。
CD-R/RW with DVD-ROM＊63＊64＊65＊66
＊51
®の場合はDVD-ROM、
（P25をご覧ください）
＊63＊64＊65＊66
Windows® XPの場合はCD-ROMでの
＊86
：
再セッ
トアップOSがWindows
Vista
DVDスーパーマルチドライブ
提供となります。
USBメモリ
512MB
（USB2.0対応）
＊87：Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用CD-ROM
セキュリ
FeliCaポート
（外付け）
（USB接続、
ケーブル長：約70cm ）
。OSログオン時、
選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
FeliCaポート＊74
ティ機能
スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。
＊89：ビデオRAMのうち256MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。また、
システム全体とグラ
PS/2 109キーボード JIS標準配列（英数､かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456
フィックスの負荷状態に応じて、
メインメモリの領域を動的に使用します。使用可能なグラフィックス
×169（D）
×40（H ）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付
＆PS/2マウス
（ボール） （W ）
メモリの総容量は搭載するメインメモリの容量によって異なります。また、
ディスプレイドライバ変更
テンキー付きPS/2 小型キー JIS標準配列
（英数､かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：384（W ）
×154
により総容量が変わる場合があります。使用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows
ボード＆PS/2マウス（ボール） （D ）
×36（H ）mm、質量：約0.8kg、PS/2マウス
（ボール式、スクロールホイール付き）添付
Vista®上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
JIS標準配列（英数､かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ ＊90：うち256MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じ
USB 109キーボード
＊75 、
（2ポート）
USBインターフェイス、外形寸法：472（W ）
×179（D ）
×39（H ）mm、
て、
メインメモリから0～256MB
（メインメモリ1,024MB以上の場合は最大256MB）
の領域を動的に使
＆USBマウス（光センサー）
質量：約1.2kg、USBマウス
（光センサー式＊76、スクロールホイール付き）添付
用します。
（英数､かな）、
テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ ＊91：USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
指紋センサ機能付き JIS標準配列

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、
フリーセレクションメニュー、
スマートセレクションメニューをご参照ください。
再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊53
標準
（Windows Vista ®インストールを選択した場合のみ＊87）
再セット
アップ用
再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊53
＊52
データ
（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ＊87）
選択可能
&再セットアップ用媒体添付＊86
＊77
デジタルディスプレイ用コネクタボード
（DVI-D ）
ディスプレイ用コネクタ

Reliability
Environment
Free Selection
Specification Smart Selection

主な添付品

10～35℃､ 20～80%（ただし結露しないこと）
【セレクションメニュー部分 】
Windows Vista ® Enterprise
（SP1）/Business
（SP1）/Home Basic
（SP1）、
＊51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
（SP2）/Home Edition
（SP2）
Windows ® XP Professional
＊52：セレクションによっては、再セットアップ用媒体は本体添付されていません。再セットアップ用バックア
サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他
ップ媒体の購入方法はP27を、
セレクションメニューにてご購入の場合は、P14～21をご参照ください。

Software

表示機能

温湿度条件
インストール可能OS＊17＊18＊21

Line Up

MY31A/A-5

Display

型名＊1

セレクションメニュー

キーボード・マウス

＊75＊91、
USBインターフェイス、外形寸法：435
（W ）
×165
（D ）
×41
（H ）mm、
USB小型キーボード＊74 （2ポート）
質量：約1.1kg、USBマウス
（光センサー式＊76、
スクロールホイール付き）添付
&USBマウス（光センサー）
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■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下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。
タイプMC
（コンパクトタワー型）
型名＊1

インストールOS
CPU
クロック周波数
キャッシュ
メモリ

1次
2次

システムバス
チップセット
セキュリティチップ＊2
最大メモリ
（メインメモリ）
内蔵液晶ディスプレイ
表示機能

LCDドット抜け＊34
グラフィックアクセラレータ
ビデオRAM

MY18X/C-5

2GHz
インストラクション用32KB×2
/データ用32KB×2
1MB

1.80GHz
インストラクション用32KB
/データ用32KB
512KB

タイプMF
（液晶一体型）

MY24R/FE-5
MY20L/FE-5
MY18X/FE-5
MY24R/FR-5
MY18X/FR-5
Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows Vista ® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択
Windows Vista ® Business with SP1 正規版、
Windows ® XP Professional（SP2）正規版のどちらか1つ選択
（ベースOSにWindows Vista ® Business with SP1 正規版を選択した場合）
、
®
（ベースOSにWindows Vista ® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合）
Windows Vista Home Basic with SP1 正規版
®
®
®
™
®
®
®
®
®
™
インテル
インテル Core 2 インテル Pentium インテル Celeron
インテル
インテル Core 2 インテル ® Celeron®
Pentium® デュアルコア・プロセッ
Celeron ® プロセッサー
プロセッサー
プロセッサー
Duo プロセッサー
デュアルコア・
Duo プロセッサー
サー E2180
430
430
430
E4600
プロセッサー E2180
E4600

ベースOS

MY20L/C-5

2.40GHz
2GHz
インストラクション用32KB×2
/データ用32KB×2
2MB
1MB

800MHz
（メモリバス：667MHz ）
NVIDIA® GeForce ® 7100/NVIDIA nForce ® 630i
—
2GB
［DIMMスロット×2］
—
—

1.80GHz
2.40GHz
1.80GHz
インストラクション用 インストラクション用32KB インストラクション用
32KB/データ用32KB ×2/データ用32KB×2 32KB/データ用32KB
512KB
2MB
512KB

800MHz
（メモリバス：667MHz ）
ATI Radeon™ Xpress 1100/SB600
TPM v1.2準拠
2GB
［DIMMスロット×2］
17型TFTカラー液晶
（SXGA ）
0.00013% 以下

15型TFTカラー液晶
（XGA ）
0.00034% 以下

チップセットに内蔵
、
最大128～799MB＊26（Windows Vista ®の場合）
最大256MB＊39（Windows ® XPの場合）

最大128～832MB＊27
〈SXGA〉、
最大1,677万色＊3（1,280×1,024ドット
1,024×768ドット
〈XGA〉、800×600ドット
〈SVGA〉
）

最大1,677万色＊3＊31（1,024×768ドット
内蔵ディスプレイ＊30
—
（XGA ）、800×600ドット
〈SVGA〉
）
表示色
＊3
＊4
（解像度）
最大1,677万色 （1,600×1,200ドット
〈UXGA〉 、1,680×1,050ドット
＊4 、
＊4 、
外付け
最大1,677万色＊3（1,600×1,200ドット
〈UXGA〉
1,680×1,050ドット
〈WSXGA+〉
1,280×1,024ドット
＊29
＊4 、
＊4 、
〈WSXGA+〉
1,280×1,024ドット
〈SXGA〉
1,440×900ドット
＊4 、
＊4 、
1,440×900ドット
〈WXGA+〉
1,024×768ドット
〈XGA〉、800×600ドット
〈SVGA〉）
〈SXGA〉
ディスプレイ接続時
＊4 、
〈WXGA+〉
1,024×768ドット
〈XGA〉、800×600ドット
〈SVGA〉
）
（ステレオPCM録音再生機能、
インテル® High Definition Audio 準拠
® High Definition Audio 準拠
ステレオスピーカ内蔵、
インテル
（ステレオPCM録音再生機能、
ソフトウェアMIDI音源）
、
＊6、
ソフトウェアMIDI音源）
音源/サウンド機能
3Dオーディオ
（Direct Sound 3D対応）
、
3Dオーディオ
（Direct Sound 3D対応）
、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル＊36、ビームフォーミング＊37）
ビームフォーミング＊37）
マイク機能
（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル＊36、
通信機能
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備
6（本体前面×2､本体背面×4）
6（LCD部右側面×2、LCD部左側面×4）
［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。
USB
（USB2.0＊8）
［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済 ］
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済 ］
シリアル
RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応
パラレル
セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1
インター
フェイス

ディスプレイ

ミニD-sub15ピン×1

PS/2
ミニDIN6ピン×2
［PS/2接続キーボード選択時、
キーボードおよびマウスで占有済 ］
通信関連
RJ45 LANコネクタ×1
ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、
ライン入力：ステレオミニジャック×1
サウンド関連
マイク入力：ステレオミニジャック×1＊38 、
内蔵3.5型ベイ
［空き］
1スロット
（標準HDDで占有済）
［0 ］
—
ベイ
5型ベイ
［空き］
1スロット
（DVD/CDドライブまたはFDD&DVD/CDドライブ
（薄型）で占有済）
［0］
—
TypeI/II×2スロット
（TypeIII×1スロットとしても使用可能）、
拡張スロット PCカードスロット
—
PC Card Standard準拠、CardBus対応
電源
AC100V±10%､50/60Hz
（入力波形は正弦波のみをサポート）
消費電力＊13（最大構成時＊22）
約68W
約66W
約67W
約45W
約42W
約42W
（最大約86W ）
約43W
（最大約76W ）
®
※Windows Vista Businessの測定値
（最大約139W ） （最大約127W ） （最大約116W ） （最大約106W ）
（最大約97W ）
＊13
＊22
）
約67W
約67W
約65W
約46W
約42W
消費電力 （最大構成時
約42W
（最大約88W ）
約45W
（最大約76W ）
※Windows® XP Professionalの測定値
（最大約138W ） （最大約127W ） （最大約117W ） （最大約106W ）
（最大約96W ）
皮相電力＊13（最大構成時＊22）
約69VA
約67VA
約68VA
約46VA
約43VA
約43VA
（最大約87VA ）
約44VA
（最大約77VA ）
※Windows Vista® Businessの測定値
（最大約142VA ） （最大約130VA ） （最大約119VA ） （最大約108VA ） （最大約99VA ）
約68VA
約68VA
約66VA
約47VA
約43VA
皮相電力＊13（最大構成時＊22）
約43VA
（最大約90VA
）
約46VA
（最大約78VA ）
※Windows® XP Professionalの測定値
（最大約141VA ） （最大約130VA ） （最大約119VA ） （最大約108VA ） （最大約98VA ）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）＊14
j区分 0.0007
j区分 0.0008
j区分 0.0017
j区分 0.0006
j区分 0.0014
j区分 0.0007
（AAA ）
j区分 0.0016（AA ）
※Windows Vista® Businessの測定値
（AAA ）
（AAA ）
（AA ）
（AAA ）
（AA ）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）＊14
j区分 0.0007
j区分 0.0008
j区分 0.0016
j区分 0.0006
j区分 0.0014
j区分 0.0007
（AAA ）
j区分 0.0016（AA ）
※Windows® XP Professionalの測定値
（AAA ）
（AAA ）
（AA ）
（AAA ）
（AA ）
電波障害対策
VCCI ClassB
66（W ）
×343（D ）
×352
（H ）mm
（スタビライザ含まず）、
外形寸法
（本体）
410（W ）
×225
（D ）
×437
（H ）mm＊16
＊16
188
（W ）
×343（D ）
×352
（H ）mm
（スタビライザ含む）
＊15
質量
（本体）
約7.5kg
約13.1kg
約11.6kg
温湿度条件
10～35℃､ 20～80%（ただし結露しないこと）
Windows Vista ® Enterprise（SP1）/Business（SP1）/Home Basic（SP1）、
Windows Vista ® Enterprise
（SP1）/Business
（SP1）/Home Basic
（SP1）、
インストール可能OS＊17＊18＊21
Windows ® XP Professional
Windows ® XP Professional
（SP2）/Home Edition（SP2）
（SP2）
サービスコンセント付き電源コード、
スタビライザ、
アプリケーション
サービスコンセント付き電源コード、
ケーブルホルダー、
アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、
主な添付品
CD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他
印刷マニュアル類、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、
フリーセレクションメニュー、
スマートセレクションメニューをご参照ください。
標準
再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊53（Windows Vista ®インストールを選択した場合のみ＊87）
再セットアップ用
データ＊52
選択可能
再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊53（Windows Vista ®インストールを選択した場合のみ＊87）
&再セットアップ用媒体添付＊86
512MB
DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1
メモリ
1GB
DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1
＊55
2GB
DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2
FDD＊79
3.5型、3モード
（720KB/1.2MB/1.44MB ）対応＊80
40GB
約40GB＊58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
—
＊58 、
Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応
80GB
—
約80GB
（2.5型）
ハード
＊58 、
ディスク
約80GB
（2.5型）
Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応
80GB
約80GB＊58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
＊58 、
160GB
約160GB＊58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
約160GB
（2.5型）
Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー

DVD/CDドライブ＊62
（P25をご覧ください）

—

CD-ROM（薄型）
＊64
DVD-ROM（薄型）
＊64＊65＊66
CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）
＊64＊65＊66
DVDスーパーマルチドライブ
（薄型）

512MB
（USB2.0対応）
IEEE802.11a/b/g準拠＊83＊84、WPA2対応、
＊88
WEP対応
［暗号鍵長64/128ビット
（ユーザ設定鍵長40/104ビット）
］
＊51 セキュリティ
FeliCaポート
（外付け）
（USB接続、
ケーブル長：約70cm ）。
＊74
—
FeliCaポート
機能
OSログオン時、
スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。
PS/2 109キーボード
JIS標準配列
（英数､かな）、109キーレイアウト、
テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W ）
×169（D ）
×40（H ）mm、
＆PS/2マウス
（ボール）
質量：約0.9kg、PS/2マウス
（ボール式、
スクロールホイール付き）添付
テンキー付きPS/2 小型キー JIS標準配列
（英数､かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：384
（W）
×154
（D）
—
ボード＆PS/2マウス（ボール）
×36（H）mm、質量：約0.8kg、PS/2マウス
（ボール式、スクロールホイール付き）添付
テンキー付きPS/2小型キーボー
JIS標準配列（英数､かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：396（W ）
×172（D ）
×35（H ）mm、
—
キーボード・ド（黒）& PS/2マウス（光センサー）
質量：約0.9kg、PS/2マウス
（光センサー式＊76、スクロールホイール付き）添付
＊75 、
マウス
JIS標準配列（英数､かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワード JIS標準配列
（英数､かな）、109キーレイアウト、
テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ
（2ポート）
USB 109キーボード
＊75 、USBインターフェイス、外形寸法：472
ハブ（2ポート）
USBインターフェイス、外形寸法：472
（W ）
×179（D ）
×39（H ）mm、
（W ）
×179（D）
×39（H ）mm、
＆USBマウス（光センサー）
スクロールホイール付き）添付
質量：約1.2kg、USBマウス
（光センサー式＊76、
質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式＊76、スクロールホイール付き）添付
＊75＊91、
JIS標準配列
（英数､かな）、
テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ
（2ポート）
指紋センサ機能付き
—
USBインターフェイス、外形寸法：435
（W ）
×165
（D ）
×41
（H ）mm、質量：約1.1kg、
USB小型キーボード＊74
スクロールホイール付き）添付
USBマウス
（光センサー式＊76、
&USBマウス（光センサー）

24

通信機能

USBメモリ
無線LAN
（IEEE802.11a/b/g）＊79＊81＊82

CD-ROM（薄型）
DVD-ROM＊63＊64
CD-R/RW with DVD-ROM＊63＊64＊65＊66
＊64＊65＊66
CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）
DVDスーパーマルチドライブ＊63＊64＊65＊66
＊64＊65＊66
DVDスーパーマルチドライブ
（薄型）
—

Reliability
Free Selection

Environment

【セレクションメニュー部分 】
＊51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
＊52：セレクションによっては、再セットアップ用媒体は本体添付されていません。再セットアップ用バックアッ
プ媒体の購入方法はP27を、
セレクションメニューにてご購入の場合は、P14～21をご参照ください。
＊53：HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの
「再セットアップ用バックアップイ
メージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチド
ライブの選択が必要です。
＊55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
＊58：40GB
（HDD40GBの場合は20GB）
がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows
Vista®インストールモデルでは最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
＊62：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
＊63：本体縦置き時、8cmCDは使用できません。
＊64：DVDビデオ再生ツール「InterVideo ® WinDVD ® for NEC」が添付されます。
＊65：書き込みツール「Roxio Easy Media Creator ® 9」が添付されます。
＊66：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットア
＊74：プリインストールのWindows Vista® Business、
ップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。
＊75：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
＊76：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があり
ます。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
＊79：タイプMFではFDDと無線LANは排他となります。
＊80：1.2MBへの対応は、
ドライバのセットアップが必要です
（標準添付）。1.44MB以外
（720KB/1.2MB）の
フォーマットはできません。
＊81：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格
「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
＊82：無線LAN
（5GHz）は、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53/W56）です。J52/W52/W53/W56は社団法
人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html を
ご参照ください。無線LAN
（5GHz）の使用は、IEEE802.11a
（W56）を除き電波法令により屋内に限定
されます。
＊83：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェ
ア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g
（2.4GHz）
とIEEE802.11a
（5GHz）は互換性がありません。
＊84：Super AG ®に対応しています。Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、Atheros
にも対応しています（Atheros XR®はWindows Vista® Businessを再インスト
XR®（eXtended Range）
ールした場合は使用できません）
。
＊86：再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提
供となります。
＊87：Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用CD-ROM選
択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
＊88：Windows® XPでは「WEP対応
［暗号鍵長64/128/152ビット
（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット）
］
」と
なります。
＊91：USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

■DVD/CDドライブ仕様一覧 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下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。
※対応媒体の速度についてはhttp://nec8.com/mate/→
〔各モデル選択 〕→
〔スペック詳細 〕をご覧ください。

セレクションメニュー
＊51

DVD-ROM＊63＊64
［タイプMA、
タイプMC用 ］

CD-ROM読み込み速度：最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大16倍速

＊64
DVD-ROM（薄型）
［タイプME、タイプMF用 ］

CD-ROM読み込み速度：最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大8倍速
＊60 、
その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD-R（2層）
DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM＊69
CD-ROM読み込み速度：最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大16倍速

CD-R/RW with DVD-ROM
＊63＊64＊65＊66

DVD/CD
ドライブ
＊61＊62

CD-ROM読み込み速度：最大24倍速
その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW

［タイプMA、
タイプMC用 ］
CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）
＊64＊65＊66

［タイプME、タイプMC、
タイプMF用 ］
DVDスーパーマルチドライブ
＊63＊64＊65＊66

［タイプMA、
タイプMC用 ］
DVDスーパーマルチドライブ
（薄型）
＊64＊65＊66

［タイプME、
タイプMC、
タイプMF用 ］

＊60 、
その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD-R（2層）
DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM＊69

＊60 、
その他読み込み対応媒体：DVD-Video、DVD-R
（1層）、DVD-R
（2層）
DVD+R
（1層）、DVD+R
（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM＊69
読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW

Display

CD-ROM（薄型）
［タイプME、
タイプMC、
タイプMF用 ］

Software

Specification Smart Selection

【本体部分 】
＊1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットア
＊2：プリインストールのWindows Vista® Business、
ップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。
＊3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
＊4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表
示できないことがあります。
＊6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。
（本体ライン出力端子使用）
＊8：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
（薄型）
、FDDあり、PS/2 109キーボ
＊13：メモリ512MB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ
ード
（タイプMFはテンキー付きPS/2小型キーボード）
、PS/2マウス
（ボール）
（タイプMFはPS/2マウス
（光セ
ンサー））
の構成で測定しています。
＊14：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複
合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達
成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
＊15：メモリ512MB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ
（薄型）
、FDDありの構成での質量です。
（キーボード、
マウスの質量は含みません）
＊16：縦置き時の足以外の突起物は含みません。
＊17：｢SP」は
「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは
（ ）内のService Packのバージョ
ンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）
内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
＊18：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。
「http://nec8.com/」の上段ボタン中
「サポ
ート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の
「ダウンロード」の
「インストール可能OS用ドライバ
（サポート
OS用ドライバ）
」→「インストール可能OS用ドライバ
（サポートOS用ドライバ）
」に順次掲載します。なお、
インストール可能OSを利用する際、
インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない
等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、
「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお
読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
セレクションメニューで選択可能なDVD-ROMドライブ、
＊21：Windows Vista®をインストールする場合は、
CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれかが必要です。
＊22：最大構成時の値は、
セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロッ
トをすべて占有した状態で算出した値です。
＊26：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。また、ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量に
よって異なります。出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値は64MBになります（128MB、
256MB選択可）
。また、
システム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、
メインメモリの領域を動的に
使用します。使用可能なグラフィックスメモリの総容量は搭載するメインメモリの容量によって異なりま
す。また、
ディスプレイドライバ変更により総容量が変わる場合があります。使用可能なグラフィックスメ
モリの総容量とは、Windows Vista ® 上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大
の容量を意味します。使用可能なグラフィックスメモリの総計とは、新たにWindows Vista® で分類され
たグラフィックスメモリを意味します。グラフィックスメモリには専用ビデオメモリ、
システムビデオメモリ
および共有システムメモリすべてを含みます。
＊27：ビデオRAMは、
メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異
なります。
＊29：セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大
表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
＊30：表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全
体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
＊31：本体内蔵液晶ディスプレイでは、
グラフィックアクセラレータのディザリング機能によって、擬似的に表
現されます。
＊34：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細はhttp://nec8.com/products/pc/lcddot.htmlをご参照ください。
＊36：録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
＊37：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、
マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させる
ことができます。
＊38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
＊39：ビデオRAMは、
メインメモリを使用します。また、
ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量に
よって異なります。出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値は64MBになります（128MB、
256MB選択可）
。

Line Up
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CD-ROM読み込み速度：最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大8倍速
＊60 、
その他読み込み対応媒体：DVD-Video、DVD-R
（1層）、DVD-R
（2層）
DVD+R
（1層）、DVD+R
（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM＊69
読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW

CD-ROM読み込み速度：最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大16倍速
その他読み込み対応媒体：DVD-Video
＊67、
＊60＊72、
読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-R（1層）
DVD-R（2層）
DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW＊68、DVD+RW、DVD-RAM＊69
CD-ROM読み込み速度：最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大8倍速
その他読み込み対応媒体：DVD-Video
＊67、
＊60＊72、
DVD-R（2層）
DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW＊68、DVD+RW、DVD-RAM＊69＊71
読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-R（1層）

＊51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
＊60：追記モードで記録されたDVD-R
（2層）ディスクの読み込みはサポートしていません。
＊61：メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
＊62：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
＊63：本体縦置き時、8cmCDは使用できません。
＊64：DVDビデオ再生ツール「InterVideo ® WinDVD ® for NEC」が添付されます。
＊65：書き込みツール「Roxio Easy Media Creator ® 9」が添付されます。
＊66：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
＊67：DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
＊68：DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

＊69：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2
（片面4.7GB）
に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1
（片
面2.6GB）
はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32の
みです。なお、
カートリッジ式のディスクは使用できませんので、
カートリッジなし、あるいはディスク取り
出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
＊71：DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
＊72：DVD-R
（2層）
書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。た
だし追記には未対応です。
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標準でインストール/添付される主なソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。
その他のソフトウェアに関しては、
製品添付の
「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」
をご覧ください。
◆：プリインストール＆専用CD-ROM添付

■Windows Vista® Business＊1＊14インストールモデル＊15

モデル

添付/インストールソフトウェア

セレクションメニュー別

ミラーリング
（RAID 1）選択時
CD-R/RW with DVD-ROMまたは
DVDスーパーマルチドライブ 選択時
DVD-ROM選択時
Standby Rescue Multi選択時
SecureRedirector選択時
Office Professional 2007選択時
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時
Office Personal 2007選択時

■Windows Vista® Home Basic＊1＊14インストールモデル

★

★
★
★
★
★

★

タイプMC
（コンパクトタワー型）

タイプMF
（液晶一体型）

MY26F/E-5
MY31A/E-5
MY30A/E-5
MY28A/E-5
MY20L/E-5
MY18X/E-5

MY31A/A-5
MY28A/A-5
MY24R/A-5
MY20L/A-5
MY18X/A-5

MY20L/Ｃ-5
MY18X/Ｃ-5

MY24R/FE-5
MY20L/FE-5
MY18X/FE-5
MY24R/FR-5
MY18X/FR-5

インストールOS＊1

添付/インストールソフトウェア

セレクションメニュー別

CD-R/RW with DVD-ROMまたは
DVDスーパーマルチドライブ 選択時
DVD-ROM選択時
Office Professional 2007選択時
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時
Office Personal 2007選択時

◎
○
○＊5
○
○
○
○
◎
◆
○
○
○
○
◆＊11
◆＊11
◆＊11＊12
◆＊11

Windows ® Internet Explorer ® 7
ウイルスバスター™2008＊4
Always アップデートエージェント
Adobe ® Reader ®
DeviceProtector 6.2
Roxio Easy Media Creator ® 9＊6
InterVideo ® WinDVD ® for NEC＊7
InterVideo ® WinDVD ® for NEC＊7
Microsoft ® Office Professional 2007
Microsoft ® Office Personal 2007
Microsoft ® Office PowerPoint 2007
Microsoft ® Office Personal 2007

★

★
★

モデル

タイプMF
（液晶一体型）

MY31A/A-5
MY28A/A-5
MY24R/A-5
MY20L/A-5
MY18X/A-5

MY20L/Ｃ-5
MY18X/Ｃ-5

MY24R/FE-5
MY20L/FE-5
MY18X/FE-5
MY24R/FR-5
MY18X/FR-5

Windows Vista ® Home Basic with SP1 正規版＊14 ★
◎
◎
◎
○
○
○
‐
○
○
○
○
○
○
○
○
◆
◆
◆
○
○
○
○
○
○
◆＊11
◆＊11
◆＊11
◆＊11
◆＊11
◆＊11
◆＊11＊12
◆＊11＊12
◆＊11＊12
◆＊11
◆＊11
◆＊11

セレクションメニュー別

DVD-ROM選択時
Standby Rescue Multi選択時
SecureRedirector選択時
Office Professional 2007選択時
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時
Office Personal 2007選択時

タイプME

タイプMA

MY26F/E-5
MY31A/E-5
MY30A/E-5
MY28A/E-5
MY20L/E-5
MY18X/E-5

MY31A/A-5
MY28A/A-5
MY24R/A-5
MY20L/A-5
MY18X/A-5

MY20L/Ｃ-5
MY18X/Ｃ-5

−：なし

タイプMF
（液晶一体型）
MY24R/FE-5
MY20L/FE-5
MY18X/FE-5
MY24R/FR-5
MY18X/FR-5

Windows Vista ® Business with SP1 正規版＊14 ★
Windows ® Internet Explorer ® 7＊9
ウイルスバスター™2008＊4
Adobe ® Reader ®
NEC Authentication Agent
ハードディスク暗号化ユーティリティ
DeviceProtector 6.2
Intel® Matrix Storage Console
Roxio Easy Media Creator ® 9＊6
InterVideo ® WinDVD ® for NEC＊7
InterVideo ® WinDVD ® for NEC＊7
Standby Rescue Multi＊8
SecureRedirector＊10
Microsoft ® Office Professional 2007
Microsoft ® Office Personal 2007
Microsoft ® Office PowerPoint 2007
Microsoft ® Office Personal 2007

■Office Professional 2007
/Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
/Office Personal 2007に含まれるアプリケーションについて
Office Professional 2007選択時
Microsoft ® Office Professional 2007
（Microsoft ® Office Word 2007、Microsoft ® Office Excel® 2007、
Microsoft ® Office Outlook® 2007、Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007、
Microsoft ® Office Publisher 2007、Microsoft ® Office Access 2007）
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時
Microsoft ® Office Personal 2007
（Microsoft ® Office Word 2007、Microsoft ® Office Excel® 2007、
Microsoft ® Office Outlook® 2007）
、
Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007
Office Personal 2007選択時
Microsoft ® Office Personal 2007
（Microsoft ® Office Word 2007、Microsoft ® Office Excel® 2007、
Microsoft ® Office Outlook® 2007）
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◎：プリインストール ○：添付

タイプMC
（コンパクトタワー型）

ベースOS

ミラーリング
（RAID 1）選択時

◎
○
○
○
○
○
○
‐
◆
○
○
‐
○
◆＊11
◆＊11
◆＊11＊12
◆＊11

−：なし

タイプMC
（コンパクトタワー型）

インストールOS＊2

CD-R/RW with DVD-ROMまたは
DVDスーパーマルチドライブ 選択時

◎：プリインストール ○：添付

タイプMA

◆：プリインストール＆専用CD-ROM添付

■Windows XP Professional＊2＊3インストールサービス適用

添付/インストールソフトウェア

Windows Vista ® Business with SP1 正規版＊14 ★
◎
◎
○
○
○
‐
○
○
○
‐
○
○
○
○
‐
‐
◆
◆
○
○
○
○
‐
‐
○
○
◆＊11
◆＊11
＊11
◆
◆＊11
◆＊11＊12
◆＊11＊12
◆＊11
◆＊11

◆：プリインストール＆専用CD-ROM添付

モデル

−：なし

タイプMA

インストールOS＊1
Windows ® Internet Explorer ® 7
ウイルスバスター™2008＊4
Always アップデートエージェント
Adobe ® Reader ®
NEC Authentication Agent
ハードディスク暗号化ユーティリティ＊13
DeviceProtector 6.2
Intel® Matrix Storage Console
Roxio Easy Media Creator ® 9＊6
InterVideo ® WinDVD ® for NEC＊7
InterVideo ® WinDVD ® for NEC＊7
Standby Rescue Multi＊8
SecureRedirector＊10
Microsoft ® Office Professional 2007
Microsoft ® Office Personal 2007
Microsoft ® Office PowerPoint 2007
Microsoft ® Office Personal 2007

◎：プリインストール ○：添付

タイプME

★
★
★
★
★
★

★

◎
○
○
○
○
○
◎
◆
○
○
○
○
◆＊11
◆＊11
◆＊11＊12
◆＊11

Windows ® XP Professional（SP2）正規版＊3 ★
◎
◎
○
○
○
○
○
‐
○
○
○
○
‐
‐
◆
◆
○
○
○
○
‐
‐
○
○
◆＊11
◆＊11
＊11
◆
◆＊11
◆＊11＊12
◆＊11＊12
◆＊11
◆＊11

◎
○
○
○
○
○
‐
◆
○
○
‐
○
◆＊11
◆＊11
◆＊11＊12
◆＊11

＊1：本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows Vista® Business、Windows Vista® Home Basic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ので、再インストールする場合は必ず添付の
「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、
DVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを作成可能です
（別途DVD-R媒体が必要）。
®
＊2：本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows XP Professional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
ので、再インストールする場合は必ず添付の
「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。
（MY18X/E-5、MY18X/A-5およびMY18X/C-5を除く）
＊3：Windows® XP Service Pack 2をプリインストール。アンインストールはできません
＊4：新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、
インタ
ーネットに接続できる環境が必要です。また、
ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、
アップデート機能の有効化後、90日間です。
™
引き続きお使いになる場合は、
ウイルスバスター の更新手続き
（有償）
が必要です。
＊5：ミラーリング
（RAID 1）を選択した場合は、使用できません。
＊6：お客様が画像、音楽、
データなどを記録（録画・録音などを含む）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。
＊7：各種市販のDVD/CDタイトルによっては再生できない場合があります。
＊8：Standby Rescue Multiは
「ダイナミックディスク」に対応していません。
＊9：アンインストールするとMicrosoft ® Internet Explorer 6.0 ServicePack 2になります。
＊10：Personal Secure Drive、Microsoft ® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。
Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム
（ハードディスク暗号化ユーティリティ）、Windows® メールも同時に利用
できません。詳細は
〔8番街 〕http://nec8.com/products/sec_re/をご覧ください。
®
＊11：Microsoft Office 2007 Service Pack 1をプリインストールおよび添付。
＊12：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証
（プロダクトアクティベーション）が必要となります。
＊13：SecureRedirectorとの併用はできません。
＊14：Windows Vista ® Service Pack 1（SP1）
をプリインストールしています。
＊15：Windows XP Professionalインストールサービス適用時にてWindows Vista® Businessの再セットアップ用DVD-ROMを選択し、
再セットアップした場合を含む。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ
〈WSXGA+〉
■20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ

デジタル（DVI-D）、アナログの2系統のインターフェイスを持つ
液晶ディスプレイをはじめ、5種類の液晶ディスプレイをご用意。

高解像度WSXGA+ディスプレイ、WXGA+ディスプレイ、SXGAディスプレイおよびXGAディスプレイの画面表示範囲比較

（デジタル/アナログ共用）

〈WXGA+〉
■19型ワイドTFT液晶ディスプレイ

ワイド画面
高解像度

（デジタル/アナログ共用）

ワイド画面

〈SXGA〉
■19型TFT液晶ディスプレイ
（デジタル/アナログ共用）

Line Up
■17型TFT SXGA
（1,280×1,024ドット）

Reliability

20°

■15型TFT XGA
（1,024×768ドット）

※「J-Mossグリーンマーク」については、P7をご覧ください。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧＊1

セレクションメニュー名
型名

20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ
（デジタル/アナログ共用）

19型ワイドTFT液晶ディスプレイ
（デジタル/アナログ共用）

19型TFT液晶ディスプレイ
（デジタル/アナログ共用）

17型TFT液晶ディスプレイ
（デジタル/アナログ共用）

15型TFTアナログ液晶ディスプレイ

20.1型高精細ワイドTFT-LCD
（WSXGA+ ）

19型ワイドTFT-LCD
（WXGA+ ）

19型TFT-LCD
（SXGA ）

17型TFT-LCD
（SXGA ）

15型TFTアナログ-LCD

LCD93VXM-V
19型TFT液晶パネル、
視野角拡大フィルム、
フルカラー＊5、
ステレオスピーカ搭載

LCD73VXM-V
17型TFT液晶パネル、
視野角拡大フィルム、
フルカラー＊5、
ステレオスピーカ搭載

LCD52VM-V
15型TFT液晶パネル、
視野角拡大フィルム、
フルカラー＊6、
ステレオスピーカ搭載
アナログRGB ミニD-sub15ピン、
ステレオライン入力×1

LCD205WXM
LCD194WXM-V
19型ワイドTFT液晶パネル、
20.1型高精細ワイドTFT液晶パネル、
フルカラー＊4、
視野角拡大フィルム、
フルカラー＊4、 視野角拡大フィルム、
ステレオスピーカ搭載
ステレオスピーカ搭載

概要
インターフェイス
ドットピッチ

DVI-D
（24ピン）
、
アナログRGB ミニD-sub15ピン、
ステレオライン入力×1

0.258mm
0.284mm
0.294mm
0.264mm
0.297mm
640×480ドット＊3、800×600ドット＊3、 640×480ドット＊3、800×600ドット＊3、
640×480ドット＊3、800×600ドット＊3、
640×480ドット＊3、800×600ドット＊3、
1,024×768ドット＊3、1,280×1,024
1,024×768ドット＊3、1,440×900ドット
1,024×768ドット＊3、1,280×1,024ドット
1,024×768ドット
（自動切替）
（自動切替）
ドット＊3、1,680×1,050ドット
（自動切替）
（自動切替）
約45W
（サスペンド時約2W以下）
約41W
（サスペンド時約2W以下）
約39W
（サスペンド時約2W以下）
約32W
（サスペンド時約2W以下）
約23W
（サスペンド時約2W以下）
約90VA
約80VA
約75VA
約70VA
約50VA

解像度
消費電力
皮相電力

約471.4
（W ）×260（D ）
×360.9〜410.9（H ）mm

外形寸法

約439.4
（W ）×209.8
（D ）
×347.1
（H ）mm

約405.5
（W ）×205
（D ）
×405.5
（H ）mm

約368
（W ）×205
（D ）
×381.5
（H ）mm

約344.6（W ）
×165
（D ）
×352.7
（H ）mm

質量

約7.5kg

約4.6kg

約4.7kg

約4.3kg

約3.3kｇ

LCDドット抜け＊2
チルト
スイブル
製造元

0.00015％以下
上20°下5°
左170°右170°

0.00013% 以下
上20°下5°
−

0.00018% 以下
上20°下5°
−
NECディスプレイソリューションズ＊7

0.00018% 以下
上20°下5°
−

0.00017％以下
上20°下5°
−

＊1：タイプMFはセレクションメニューで選択できません。
＊2：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素
（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細はhttp://nec8.com/products/pc/lcddot.htmlをご参照ください。
＊3：拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
＊4：ディザリングにより1,677万色を実現します。

再セットアップ用バックアップイメージを
破損および誤って消去した場合などは
Windows Vista®用に再セットアップ用DVD-ROM、Windows XP Professional
インストールサービス適用時のWindows® XP用に再セットアップ用CD-ROM＊
をアプリケーションCD-ROMとセットで下記にて販売しています。

＊5：ディザリングにより1,670万色を実現します。
＊6：ディザリングにより1,619万色を実現します。
＊7：ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP13の「ディスプ
レイの保証サービス」およびhttp://www.nec-display.com/products/display/3y.htmlをご参照ください。

HDDの物理的な故障に
備えてDVD-R媒体に
書き出すツールを用意

〈例：HDD80GBを選択した場合〉
Windows Vista ®モデル

Windows XP Professional
インストールサービス適用時

PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター

http://nx-media.ssnet.co.jp/

C:約40GB

＊：2009年1月までご購入いただけます。

Vista®モデルでは環境負荷を軽減するために

Windows
再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊

環境への負荷を考え、
再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納するこ
とで、
DVD-ROM
（Windows Vista®の場合）
などで添付する再セットアップ用媒体を
減らすことができました。セレクションメニューにて再セットアップ用媒体を選択
した場合でも、
HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されております。
＊：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は再セットアップ用バ
ックアップイメージは格納されておりません。

D:約36GB

ここに再セットアップ
用バックアップイメージ
を格納＊
（お客様からは
簡単に見えない領域）

C:約40GB

PC本体をご購入時にセレクションメニュー
でWindows Vista®でDVDスーパーマルチ
ドライブを選択したモデルでDVD-Rに書き
出すことが可能。セレクションメニュー以
外のDVDスーパーマルチドライブでは使用
できません。

Environment

【上向き20°下向き5°
】

Free Selection

5°

◇WSXGA+、WXGA+、SXGAディ
スプレイは画面上に表示できる
情報量が多いため、複数のアプ
リケ ーションを 開 いた 時 や、
Excel等での作業の際に表をス
クロールせずに見られる等、作
業 効 率が 向 上します。さらに、
20.1型高精細ワイドTFT、
19型ワ
イドTFTおよび19型TFTでは、大
画面でより快適な作業環境を提
供します。

■19型TFT SXGA
（1,280×1,024ドット）

Smart Selection

チルト機能イメージ図

■19型ワイドTFT WXGA+
（1,440×900ドット）

Specification

〈XGA〉
■15型TFTアナログ液晶ディスプレイ

■20.1型高精細ワイドTFT WSXGA+
（1,680×1,050ドット）

Software

（デジタル/アナログ共用）

Display

■17型TFT液晶ディスプレイ

D:約40GB
約4GB
＊：この部分を再セットアップ領域として使用。
Windows Vista ®モデルでは、HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、
再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要
な時間も短縮することができます。

■液晶ディスプレイに関するご注意

■電波に関するご注意
（無線LAN搭載モデルのみ）
●無線LAN
（5GHz＊1）
機能の使用は、
IEEE802.11a
（W56）
を除き電波法令により屋内に限定されます。
機能の使用周波数帯域では、
2.4GHz帯域の電波を使用しています。
この周波数
●無線LAN（2.4GHz＊2）
帯域では、
電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、
他の同種無線局、
工場の製造ライン等で使用され
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、
アマチュア無線局等
（以下
「他の無線局」
と略す）
が運用されています。 ●本装置を使用する前に、
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、
本装置と
「他の無線局」
との間に電波干渉が発生した場合
は、
速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、
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。 ●その他、
電波干渉の事例が発生し、
お困 無線LAN
りのことが起きた場合には、
121コンタクトセンター、
またはNEC保守サ−ビ （IEEE802.11a/b/g）
ス拠点
（連絡先は取扱説明書を参照）
までお問い合わせください。
2.4
DS・OF4
＊1：IEEE802.11a ＊2：IEEE802.11b/g

無線LAN内蔵モデルは業界団体Wi-Fi
Allianceの標準規格である「Wi-Fi®（ワ
イファイ）
」認定を取得した無線LANモ
ジュール を 内 蔵 してお り、同 様 に
認定を取得した無線LANアク
「Wi-Fi®」
セスポイントや無線LANカードと接続
が可能です。

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面
の一部にドット抜け（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、見る角度によっては色むらや明
るさのむらが見えることがあります。これらは、
液晶ディスプレイの特
性によるものであり、
故障ではありません。
交換・返品はお受けいたし
かねますので、あらかじめご了承ください。
JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載し
ております。
JEITAガイドラインの詳細は
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html
をご参照ください。
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NECがおすすめするWindows Vista® Business

Windows XP Professionalインストールサービスについて
「Windows XP Professionalインストールサービス」は、お客様からのご依頼により、弊社がお客様のかわりにWindows Vista® Businessプリインストールモデルの
ライセンス条項に付帯するOSのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalをインストールして出荷いたします。なお、本サービス適用によりインストール
されるOS（インストールOS）はWindows® XP Professionalとなりますが、お客様がライセンスを取得されるOS（ベースOS）はWindows Vista® Businessとなります。

Windows XP Professionalインストールサービスイメージ
再インストール

出荷時

ベースOS：
Windows Vista ® Business

インストールOS：
Windows ® XP Professional

インストールOSのWindows ® XP
Professionalを再インストール

XP

XP

Vista
Windows Vista® Business
プリインストールモデルには、
OSのダウングレード権が
付帯されています。

ベースOSのWindows Vista ®
Businessを再インストール

Windows Vista® Businessモデルに
付帯のダウングレード権を行使し、
Windows ® XP Professionalを
インストールして出荷します。

Vista

セレクションメニューで
選択または別途購入

セレクションメニューで
選択または別途購入

再セットアップ用CD-ROM
Windows ® XP Professional 用

再セットアップ用DVD-ROM
Windows Vista® Business 用

注意事項
■Windows Vista® Businessを将来的にご使用になる場合
●別途ライセンスをご購入することなくWindows Vista ®
Businessをご使用いただくことが可能です。
●セレクションメニュー選択により提供される以下の
ソフトウェアは、Windows Vista® Businessを再イン
ストールした場合には使用することができません。
・
「無線LAN
（IEEE802.11a/b/g）
」
選択時の
「無線LAN
ユーティリティ」

●再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体をセレクションメニューより選択してください。
また、
再セットアップ用媒体は
「PC98-NXシリーズメディアオーダーセンター」
でもご購入いただけます。
再インストールする際
の手順は、
本体同梱の
「Windows XP Professionalインストールサービスをご利用のお客様へ」
をご参照ください。
※CD-ROMを選択したモデルで、ベースOSのWindows Vista® Businessを再インストールする場 合は、有償サービス
『Windows Vistaインストール代行サービス』をご利用いただく必要があります。
詳しくはhttp://nec8.com/bizpc/osup/をご覧ください。

■Windows ® XP Professionalを再インストールするためには
●「Windows XP Professionalインストール サ ービ ス」に は、Windows ® XP
Professionalを再インストールするための
「再セットアップ用バックアップイメージ」
をHDDに格納しておりません。

●再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体をセレクションメニュー
より選択してください。
また、
再セットアップ用媒体は
「PC98-NXシリーズ メディアオーダー
センター」でもご購入いただけます（2009年1月まで）。

■注意事項 ●本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。
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。
●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｡●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、
損害等が発生した場合、
当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●本商品には、
有寿命部品
（LCD、
DVD/CDドライブ、
HDD等）
が含まれています。
安定してご使用いた
だくためには定期的な保守による部品交換が必要になります。
特に長時間連続して使用する場合には、
安全等の観点から早期の部品交換が必要です。
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。
●本商品は
24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。
●本商品にインストール済みのソフトウェアは、
別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。
●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは､予告なしに変更されることがありま
す。
また､それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。
●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、
パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、
ご購入の時にはあらかじめ
ご確認ください。
●お客様が選択されたOSに合わせて、
ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、
動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。
●Mateシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、
完全なセキュリティを保証するものではありません。
また、
パスワードの
紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。
●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、
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。
周辺装置および拡張機器
（メモリ等）
をお求めになる
際は、
対応OS､使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。
●本商品では、
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。
●USBポートの電源供給能力は、
1ポートあたり動作時は最大500mA、
スリープ時は数十mA
程度です。
これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。
●本カタログに記載のHDD容量は、
1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
OSから認識できる容量は、
実際の値より少なく表示されること
があります。
●本商品に搭載のCD装置には、
JIS規格に適合したディスクをご使用ください。
規格外のディスクを使用した場合、
様々な不具合が発生することがあります。
●DVD/CDによる映像ソフトの再生をする場合、
再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ち
する場合があります。
●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では、
本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。
●ソフトウェアのインストールおよびシステムの保守
やサービスは、
ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。
●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。
●本商品は、
医療機器、
原子力設備や機器、
航空宇宙機器、
輸送設備や機器など、
人命に関わる設備や機器、
および高度な信頼性を必
要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。
これら設備や機器、
制御システムなどに本商品を使用され、
人身事故、
財産損害などが生じても、
当社はいかなる責任も負いかねます。
■正 式 名 称 ●Windows Vista®：Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional：Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition：Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Windows® 2000 Professional：Microsoft® Windows® 2000
Professional●Always アップデートエージェント：Phoenix Always™,Trend Micro Pattern Update Agent ●Standby Rescue Multi：Standby Rescue Multi 4.0 ●インテル® AMT：インテル® Active Management Technology ●インテル® VT：インテル® Virtualization Technology
・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、インテル Core、vPro、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
・Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Internet
Explorer、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。
・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce
は、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
・ATI、ATI logo、Radeonは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。
・PS/2はIBM社の商標です。
・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。
・
Roxio Easy Media Creatorは、Sonic Solutionsの 登 録 商 標です。
・InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関 連 会 社の商 標または登 録 商 標です。
・ESMPRO、エコポリカは日本 電 気株 式 会 社の商 標または登 録 商 標です。
・DeviceProtectorおよび
SecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。
・Atheros、
ABG、
Super AG、
eXtended Range
（XR）
およびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications,Inc.の商標または登録商標です。
・Wi-Fi、
Wi-Fi Alliance、
Wi-Fiロゴ、
Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、
Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
・TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
・Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。
・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接
触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。
・FeliCaプラットフォームマークは、
フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
・Edyは、
ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
・Standby Rescue Multiは、株式会社 ネ
ットジャパンの商標です。
・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。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。
重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。
パソコンやメモリカードの パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、
廃棄または譲渡の際のご注意 データの消去には、
専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.htmlをご参照ください。
無線LANのご注意

警告

無線LANでは、
セキュリティの設定をすることが非常に重要です。
詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.htmlをご参照ください。
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、
無線LAN製品をペースメーカー装着部から30ｃｍ以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、
無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。
電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、
弊社の希望小売価格（税別）または標準価格（税別）を掲載しており、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。
個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。
商品の購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。
実際に購入する際の価格や料金は、
取扱販売店にご確認ください。
本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。
詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。
なお、
ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NECビジネスPC（Mate・VersaPro）/Express5800情報発信サイト

http://nec8.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。

なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、
商品をご購入された際の販売会
社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

NEC 121コンタクトセンター フリーコール：0120-977-121＊

受付時間…9：00〜17：00（年中無休）

※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
＊：
【使い方相談】については、フリーコールでのご相談前に121wareへのお客様情報（ログインIDおよび保有商品）の登録が必要です。
また、2007年11月1日以降、当社パソコンのご購入日により【使い方相談】については「有料」とさせていただいております。
詳細はhttp://121ware.com/121cc/ をご覧ください。
★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および技術サポートは行っておりません。

このカタログはFSC
（森林認証用紙）
および大豆油インキを使用しています。

APB227

日本電気株式会社

〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

-W1
0805200001HDN
0805200001HDN

