NECがおすすめする Windows® 7.
主な構成オプション

VH

■ 主な構成オプション

タイプ

インストール

OS

優れた機動性と使いやすさを備えた
スタイリッシュモバイルノート

ディスプレイ

Windows ® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版

13.3型ワイド スーパーシャインビュー LED液晶

HDD

13.3

VJ17H/HT-D

スー

パー

インテル® Core™ i7-2637M
プロセッサー（1.70GHz）

WX

シャ

イン

GA

［標準搭載］640GB HDD

合計メモリ

8GB

光学ドライブ

型ワ

ビュ

ーL

［標準搭載］DVDスーパーマルチドライブ

通信機能

イド

ED液

晶

［標準搭載］無線LAN
（IEEE802.11b/g/n）

バッテリ
キーボード

［標準搭載］リチウムイオンバッテリ
［標準搭載］テンキー付きアイソレーションキーボード

マウス
サービス&
サポート
本 体：第06119005号 ＊1
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4GB

USBレーザーマウス（シルバー）
標準保証拡張G5
標準保証拡張G5
標準保証拡張G5
（Jシリーズ用）
（Jシリーズ用）
（Jシリーズ用）
［5年間翌営業日出張修理］［4年間翌営業日出張修理］［3年間翌営業日出張修理］
引取標準保証拡張G5 モバイル動産総合保険付標準保証 モバイル動産総合保険付標準保証
（Jシリーズ用）
拡張G5（Jシリーズ用）
拡張G5（Jシリーズ用）
［5年間引取修理専用］ ［4年間引取修理専用］ ［3年間引取修理専用］

対応している主な機能

※詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ →〔タイプ VH〕をご覧ください。

スクラッチリペア

テンキー付き
アイソレーションキーボード

無線 LAN
（IEEE802 .11b/g/n）

インテル® HD
グラフィックス3000

Webカメラ

USB 3.0ポート×2
USB 2 .0ポート×1

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1

メモリカードスロット

PCカードスロットなし

ステレオスピーカ内蔵

ECOモード設定ツール

ウイルス検出・駆除

ハードディスクデータ消去

DeviceProtector

MobileOptimizer

外形寸法 （W × D × H）mm
＊2

330 × 223 × 31.5

バッテリ駆動時間

約 13.1 時間

＊3

質量

約 1.88 kg

＊1：エコマークの認定企業は、
NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ＊2：突起部除く。 ＊3：JEITAバッテリ動作時間測定法
（Ver.1.0）
に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

コンパクトなボディに豊富なスタミナ。モバイルシーンに役立つ充実の高性能。
ハイパフォーマンス&スタミナ駆動
優れたパフォーマンスと省電力性を両立した

64ビット版OSをプリインストール
より高速なレスポンスを実現するWindows ® 7 Professional 64ビット版を

第 2 世代インテル ® Core ™ i7 プロセッサーを搭載。

プリインストール。セレクションメニューで選択可能な8GBメモリと組み合わせ

大容量バッテリや省電力設定を組み合わせることで

ることで、業務効率のさらなる向上を支援します。

約13.1時間＊の長時間駆動を実現します。
また、高負荷時のパフォーマンス向上などにより快適
な操作環境を実現し、
業務効率の向上を支援します。
＊：JEITA 準拠測定時間

スクラッチリペア
天板表面には、細かな傷を自然と復元するスクラッ
チリペアを採用。
鞄に入れて持ち歩く際などにつき
やすい擦り傷を、時間経過とともに回復でき、表面

テンキー付きアイソレーションキーボード
タイプミスが起きにくく、ゴミやホコリがたまっても掃除しやすいテンキー付き
アイソレーションキーボードを標準搭載。
ゆとりあるキーピッチと独立テンキーにより、
快適な入力をサポートします。

の美しさを長く保つことができます。
時間の経過とともにキズが回復
スクラッチ
リペア層

カラー層
天板

カラー層
天板

カラー層
天板

※スクラッチリペア層が剥がれるような深いキズや層自体が切断された場合には回復しません。

Webカメラを搭載
ディスプ レ イ上 部 にWebカメラを 搭 載。

Web会議やインスタントメッセージなど、
ビジネスのコミュニケーションに役立つ便
利な機能を利用可能です。

Webカメラ

NECがおすすめする Windows® 7.
鞄への出し入れが容易なスマートボディ

「耐150kgクラス 」
の頑強ボディ

持ち歩くことが多いモバイルノートPCとして、鞄への出し入れ

満員電車での圧迫を想定して、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリ

にも配慮。
薄さ約31.5mmのスリムでコンパクトな筐体なので、

ア
（非動作時）。モバイルシーンに求められる頑強さを備えたボディです。

鞄にもすっきり収まります。

※面加圧試験は天面から1470N
（150kgf）
の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15ｍｍ円に245N
（25kgf）
の圧力を
かけて天面、
パームレスト、
キーボードに対して実施。
これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。

高速なデータ転送が可能なUSB 3.0ポート

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

＊1

最大5Gbps の高速なデータ転送で軽快なオフィスワークを助ける、
USB 3.0ポー

プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速なデー

トを搭載。
コピーや移動に時間のかかる大容量のデータもすばやく転送できます。

タ転送を実現するUSB 3.0ポート、主電源オフ時でも接続機器に充電が可能

＊1：理論値。USB 2.0対応機器との接続の場合、転送速度は理論値で最大480Mbpsとなります。

なパワーオフUSB充電機能対応 USBポート＊など、豊富な拡張ポートを装備し
ています。

スーパーシャインビュー LED液晶

ヘッドフォン/オーディオ出力端子

メモリーカードスロット

前面

輝きのある色鮮やかな画面を実現する光沢処理を施した
「スーパーシャインビュー LED液晶 」を搭載。映像やデ

外部マイクロフォン端子

ジタルカメラなどの画像も美しく表現できます。しかも

LANコネクタ

右側面

外部ディスプレイ用コネクタ

HDMIポート

左側面

光沢処理の弱点である画面への外光の反射（蛍光灯や
自分の姿がディスプレイに映り込む）を抑える低反射処

USB 3.0ポート

理を行っていますので、オフィスワークなどの長時間作
業でもご利用いただけます。

USB 2.0ポート（パワーオフUSB充電機能対応）

＊：動作確認機種につきましては、http://www.nec.co.jp/bpc/info/pc/usbcharge.shtml をご覧ください。

スマートセレクションメニュー
ベースモデル（型番）をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択・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。各構成オプションの
右端にある英数字を「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だせるようになっております。
セレクションメニューおよび価格について詳しくは、右記
Webサイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご活用ください。

ベースモデル
型

名

型

HDDの使用可能領域について

http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ →〔タイプVH〕

番

CPU

インストールOS

インテル® Core™ i72637M プロセッサー
（1.70GHz）

Windows® 7
Professional
64ビット
with SP1 正規版

お客様が使用可能なHDD領域は約8GBの再セットアップ用バックアップ
イメージを除いた容量となります。

構成オプションA

構成オプションB

世代
番号
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&

メモリ 4GB
（4GB×1）
型番

再セットアップ用媒体添付＊1

&

再セットアップ用媒体なし＊1 W

H

D

基本機能

VH

タイプ

13.3型ワイドWXGA
スーパーシャインビュー LED液晶

テンキー付き
アイソレーションキーボード

無線LAN（IEEE802.11b/g/n）

DVDスーパーマルチドライブ

640GB HDD
お選びいただいた商品の型番

&

2

VH

PC-VJ17HHTNH

標準保証

Webカメラ

タイプ

VJ17H/HT-D

アプリケーションなし ＆
マウスなし

リチウムイオンバッテリ

PC-VJ17HHTNH

D
＊1：HDD内に再セットアップ用バックアップイメージを格納しています。

■商標 ・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。

安全に関するご注意

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。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。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト

NECのビジネスPCについてのお問い合わせ、ご用命は当店へお申し付けください。

http://www.nec.co.jp/bpc/
商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

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）
※システムメンテナンスのため、
サービスを休止させていただく場合があります。
※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。
＊
：
【使い方相談
（年中無休9：00〜19：00受付）
】
2012年1月からは購入後の期間に関わらず無料となります。
ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録
（保有商品の登録含む）
が必要です。
なお、
NEC PCプレミアムセンター
（有料）
（年中無休9：00〜22：00受付）
は事前
このカタログは
登録なしでご利用いただけます。詳細は
FSC
（森林認証用紙）
http://121ware.com/121cc/ をご
および植物油インキを
覧ください。

使用しています。

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）

本カタログに記載の内容は2012年1月12日現在のものです

Cat.No. APB311 120120001PP

