
キャンパスシーンに快適を届けるWindows® 7 Professional

キャンパスモデル タイプVHでは、Windows® 7 Professional 64ビット版を標準搭載。

スムーズな操作性と豊富な機能により、快適なキャンパスユースをサポートします。

http://www.nec.co.jp/bpc/

本体：第06119005号

＊4
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Mobile
Optimizer

無線LAN
（IEEE802.11b/g/n） Webカメラ

講義中

手間をかけずに
目的のファイルを
瞬間検索。

速やかに
移動できる高速
シャットダウン。

講義後

見やすいウィンドウ
調整でレポート
作成もスムーズ。

自宅で

バッテリ駆動約13.1時間＊1

大容量640GB HDD

耐150kgクラスの頑強ボディ

＊1：JEITA準拠測定時間。
＊2：個人のお客様が使用済みの本製品を排出される際は、弊社が無償で回収・再資源化をいたします。
　  詳細は、http://121ware.com/support/recyclesel/ をご覧ください。
＊3：教職員様向けにPCリサイクルマークなしモデルをご用意。
＊4：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
VK17H/HT-X
インテル® Core™ i7-2637M
プロセッサー （1.70GHz）

VK17H/HT-D
インテル® Core™ i7-2637M
プロセッサー （1.70GHz）

教職員様
向けの
モデルも
ご用意＊3

対応している主な機能　
※詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_c/ →〔キャンパスモデル タイプVH〕をご覧ください。

13.3型 ワイド

13.3型 ワイドスーパーシャインビュー
LED液晶1,366×768ドット WXGA

VersaPro キャンパスモデル
2012年 1月

キャンパスシーンを、もっと軽快に。
快適性能と豊富なスタミナを備えた
13.3型スタイリッシュモバイルPC

● Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 （SP1） 正規版
搭載OS

キャンパスPC

キャンパスモデルバーサプロ

NECがおすすめする Windows® 7.



「就業力」向上など、多彩なキャンパスニーズに応える快適モバイル

文部科学省の提唱する「就業力」の向上を支援

標準搭載のWebカメラと「Windows Live® Messenger」を活用する

ことで、チャット機能や音声通話に加えてビデオ通話も利用可能です。

手軽にビデオ通話が可能

優れたパフォーマンスと省電力性を両立した第2世代イン

テル® Core™ i7 プロセッサーを搭載。大容量バッテリや

省電力設定などを組み合わせることで約13.1時間＊の長

時間駆動を実現します。

ハイパフォーマンス&スタミナ駆動

職場で仕事をしていく上で最も必要とされる基礎能力

の向上に有効な「就業力支援ツール」を利用可能。

経済産業省が提唱する社会人基礎力診断＊や言語・

計数・論理・英語・一般常識の診断＊、国家資格「ITパスポート試験®」の最新

CBT型腕試し診断＊といった各種eラーニングサービスをご用意しています。

より高速なレスポンスを実現するWindows® 7 Professional 64ビット版

をプリインストール。8GBメモリと組み合わせることで、よりスピーディな処

理を実現します。

64ビット版OSをプリインストール

＊：これらのサービスは、株式会社ネクストエデュケーションシンク社が提供します。これら3つの診断サービスは、いずれも2014年3月
　までの期間内に3回まで追加費用なしでご利用いただけます。また、ITパスポート試験®の模擬試験が3回まで受けられます。
　また、受験対策eラーニング教材をアカデミック価格（半額）でお申し込みいただけます。
　詳細については http://www.nextet.net/shugyou-ryoku/ をご覧ください。 

＊：JEITA準拠測定時間。

タイプVHタイプVH
キャンパスモデル 13.3型 ワイド

13.3型 ワイド
スーパーシャインビュー

LED液晶1,366×768ドット WXGA

省エネ/環境対応

■国際エネルギースタープログラム
OA機器に関する国際的な省エネルギー基準である、国際エネルギー
スタープログラム（2009年7月施行）に適合しています。

■PCリサイクルマーク
個人のお客様が使用済みのPCリサイクルマーク付き製品を排出される際、
弊社にて無償で回収し、再資源化を行います（VK17H/HT-Xのみ）。環境
負荷に配慮したリサイクルを行うことで、循環型社会形成に貢献します。

■ECOモードの設定
利用シーンに合わせたPCの省エネ運用
PCの省電力設定を一括管理するプリインストールのユーティリティ「ECOモード設定
ツール」では、利用シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、使用者が
簡単に切り替えることができます。初期設定で登録されている「ECOモード」では、一定
時間PCを使用していない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、
CPU稼働時に消費される電力を削減する仕組みにより、省エネを実現しています。

Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版    
（2012年1月発表商品）

189,000円PC-VK17HHTNXVK17H/HT-X
インテル® 

Core™ i7-2637M
プロセッサー（1.70GHz）

Windows® 7 Professional
64ビット with SP1 正規版

■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分に
　なる「フレームモデル」をお選びください。
②次に「構成オプション」を各項目から必ず1つ
　お選びください。

構成オプション（各項目から択一とな

8GB（4GB×2）

PC-N-MDH80D
+75,000円

4GB（4GB×1）

PC-N-MAH40D
+35,000円

合計メモリ

USB
レーザーマウス
（シルバー）

+4,000円
PC-N-PDDUR9

なし

フリーセレクションメニュー
例）
8GB（4GB×2）
PC-N-MDH80D

型番

http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_c/
→〔キャンパスモデル タイプVH〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

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。

マウス
フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名 希望小売価格型番 CPU インストールOS 構成

リチウムイオンバッテリ

Webカメラ

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）

640GB HDD

DVDスーパーマルチドライブ

13.3型ワイド WXGA
スーパーシャインビュー LED液晶＊1

リチウムイオンバッテリ

Webカメラ

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）

640GB HDD

DVDスーパーマルチドライブ

13.3型ワイド WXGA
スーパーシャインビュー LED液晶＊1

Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版    
（2012年1月発表商品）

186,000円PC-VK17HHTNDVK17H/HT-D
インテル® 

Core™ i7-2637M
プロセッサー（1.70GHz）

Windows® 7 Professional
64ビット with SP1 正規版

＊1：スーパーシャインビュー LED液晶は、表面の映り込みを少なくする低反射処理を施していますが、
　  照明の多い環境では他のVersaProの液晶よりも表面への映り込みが多くなります。
＊2：教職員様向けにPCリサイクルマークなしモデルをご用意。

PC
リサイクル
マークなし＊2

カラー層
スクラッチ
リペア層

天板
カラー層
天板

カラー層

時間の経過とともにキズが回復

天板

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、表面の美し

さを長く保つことができます。

※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。
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テンキー付きアイソレーションキーボード

インストール/添付されるソフトウェア
●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。

●環境対応など商品の詳細は、下記をご覧ください。

http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_c/ →〔キャンパスモデル タイプVH〕

●標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス（1年間パーツ保証）

より安心してお使いいただくために、以下のサービス・サポートをご用意しております。

無　償

●標準保証拡張G5  ●標準保証拡張キットG5 
●引取標準保証拡張G5  ●3年パーツ保証拡張G5

定額料金

標準保証では1年間の翌営業日出張修理サービスを3～5年間に、または引き取り修理サービスを
5年間に延長することができるサービスです。また、パーツ保証のみの延長（3年間）も可能です。

●モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5定額料金

標準保証では無償保証の対象とならない天災や取り扱いの不注意による破損・損傷時に修理費用を
限度額まで補填する動産総合保険サービスをセットにした標準保証拡張サービスです。

保証サービス

警告

・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。

お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用くだ
さい。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくた
めに、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。
詳細については http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm をご参照ください。

■液晶ディスプレイに関するご注意
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。

■電波に関するご注意
●無線LAN（2.4GHz＊1＊2）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、お困りのことが起きた場合には、
121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
＊1：IEEE802.11n　＊2：IEEE802.11b/g

詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

無線LAN（IEEE802.11b/g/n）
2.4 DS / OF4

PCの電源OFF時にもUSBコネクタから音楽プレーヤや携帯電話など

への充電ができるパワーオフUSB充電機能対応のUSB 2.0ポートの

ほか、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートや鮮明な映像出力

が可能なHDMIポートなど多彩な拡張ポートを搭載しています。

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。　

左側面

前面

右側面

LANコネクタ外部マイクロフォン端子 HDMIポート外部ディスプレイ用コネクタ

メモリーカードスロットヘッドフォン/オーディオ出力端子

USB 2.0ポート（パワーオフUSB充電機能対応）USB 3.0ポート

豊富なインターフェイス

■ バッテリパック
　 （リチウムイオン） 
　 〔PC-VP-BP82〕 
　 約320g  
　 希望小売価格 
　 15,000円（税別）

■ ACアダプタ 
　 〔PC-VP-WP123〕 
　 約230g＊ 
　 希望小売価格 
　 10,000円（税別）

メモリ
■ 増設RAMボード（4GB、PC3-10600） 〔PK-UG-ME546〕 希望小売価格 44,000円（税別）

＊：電源コードの質量を除く。

上記をはじめ拡張機器に関しましては、 　  http://www.nec.co.jp/bpc/vop/ をご覧ください。

主な周辺機器

［HDD使用可能領域について］
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。

ります）
再セットアップ用媒体 サービス&サポート

+28,000円
PC-N-EX5AKB

引取標準保証拡張G5
［5年間引取修理専用］

+30,000円
PC-N-EX5HKB

標準保証拡張G5
［5年間翌営業日出張修理］

+20,000円
PC-N-EX4HKB

標準保証拡張G5
［4年間翌営業日出張修理］

+13,000円
PC-N-EX3HKB

標準保証拡張G5
［3年間翌営業日出張修理］

+24,000円
PC-N-EX4CKB

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G5
［4年間引取修理専用］

+17,000円
PC-N-EX3CKB

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G5
［3年間引取修理専用］

PC-N-EX1HKB

3年パーツ保証拡張G5

+2,000円

なし

※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。

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「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

●標準搭載されている組み合わせは、フレームモデル価格に含まれております。
●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレ
クション価格は、セ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る場合に適用される各構成品の価格です。

Windows® 7 
Professional 64ビット版
再セットアップ用媒体

PC-N-BCH76D
+4,000円

再セットアップ用媒体 なし
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NECがおすすめする Windows® 7.

モデル

キャンパスモデル タイプVH＊20

VK17H/HT-X 
VK17H/HT-D

インストールOS＊1 Windows® 7 Professional 
64ビット with SP1 正規版＊3

添付/
インストールソフトウェア

Windows® Internet Explorer® 9＊16 ★ ◎

Windows Live® メール ★ ◎

Windows Live® Messenger ★ ◎

ウイルスバスター 2011 クラウド™
＊4 □

MobileOptimizer＊22 ★ □

Adobe® Reader® □

DeviceProtector＊22 ★ □

画面出力先切替ツール ★ ◎

ECOモード設定ツール ★ ◎

ピークシフト設定ツール ★ □

バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール ★      ◎＊11

Corel® WinDVD®＊6 □

Roxio Creator LJB＊7 ◆

無線LAN用ユーティリティ ★      □＊24 

＊1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 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、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、本カタログ掲載モデルは再セットアップ用媒体を
作成可能です（別途 DVD-R媒体が必要）。

＊3：Windows® 7 Service Pack 1（SP1）をアンインストールすることはできません。
＊4：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パ
ターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後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（有償）が
必要です。

＊6：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。
＊7：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。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
＊11：8割・5割充電モード搭載。
＊16：Windows® Internet Explorer® 9をアンインストールすることはできません。
＊20：「ワンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションでのご提供となります。
＊22：ソフトウェアの概要については、 http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_c/ →〔キャンパスモデル タイプVH〕→〔セキュリティ/マネジメント〕

または〔通信/無線LAN〕をご覧ください。
＊24：内蔵HDD格納となります。

◆：プリインストール＆専用ディスク添付　◎：プリインストール　□：添付



■注意事項　●本カタログで使用されている商品は、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。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同
比率ではありません。●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（ディスプレイ、
光学ドライブ、HDD、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全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。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●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。●本商品に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。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●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 な々不具合が発生することがあります。●DVD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。●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装置を使用され、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。●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。ただし、海外保証サービス［NEC UltraCareSM International Service］につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細については、ホー
ムページ（http://www.nec.co.jp/bpc/）をご覧ください。●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。詳細はホームページ（http://www.nec.co.jp/bpc/info/news/wlan.shtml）をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが
流出するというトラブルを回避するためには、HDD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。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。詳細はホームページ
（http://www.nec.co.jp/bpc/info/news/haiki.shtml）をご参照ください。●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）または標準料金（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。●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・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログ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、出荷年月
から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。
■商標　・インテル、Intel SpeedStepおよびインテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Live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。・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 Creatorは、Rovi Corporationの米国における登録商標または商標です。・Corel、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。・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、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドは、
トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。・ITパスポート試験は独立行政法人情報処理推進機構の登録商標です。
・DeviceProtectorはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。　　　　　　　　

※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
登録なしでご利用いただけます。詳細は 
http://121ware.com/121cc/ をご
覧ください。

このカタログは
FSC（森林認証用紙）
および植物油インキを
使用しています。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

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。

日本電気株式会社

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

〒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. APB312  120110001PP

商品の最新情報を下記で提供しています。

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        　0120-977-121
＊
  受付時間… 9：00～17：00（年中無休）フリーコール

NEC ビジネスPC情報発信サイト

http://www.nec.co.jp/bpc/

NECがおすすめする Windows® 7.

キャンパスモデル タイプVH

型名＊1 VK17H/HT-X VK17H/HT-D
インストールOS Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版

CPU＊20 インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー＊2＊14

クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時） 1.70GHz （最大2.80GHz）
コア数/スレッド数 2/4

キャッシュ
メモリ

1次 インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2
2次 256KB×2
3次 4MB

メモリバス 1,333MHz
チップセット モバイル インテル® HM65 Express チップセット

最大メモリ（メインメモリ） 8GB［SO-DIMMスロット×2］

表
示
機
能

表示素子 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶（WXGA：1,366×768ドット スーパーシャインビュー LED液晶）
LCDドット抜け＊23 0.00026%以下

グラフィックアクセラレータ インテル® HD グラフィックス 3000（CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能＊4、スムージング機能をサポート）
ビデオRAM＊5 最大1,696MB

表示色
（解像度）

内蔵ディスプレイ＊11＊13 最大1,677万色（1,366×768ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、
1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）

別売の外付け
ディスプレイ
接続時＊12＊32

アナログRGB
接続時＊37

最大1,677万色（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、
1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、

1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）

HDMI接続時＊10
最大1,677万色（1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、

1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット）
対応映像方式：1080p/1080i/720p/480p

音源/サウンド機能 ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠

通信機能
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応

無線LAN
（IEEE802.11b/g/n）＊60＊83

IEEE802.11b/g/n準拠＊58、WPA2対応、WEP対応
［暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）］

記憶装置

HDD 約640GB＊56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応

光学ドライブ
内蔵DVDスーパーマルチドライブ＊103

　※対応速度については http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_c/
→〔キャンパスモデル タイプVH〕→〔スペック詳細〕をご覧ください。

入力装置

キーボード キーピッチ：18mm（テンキー部17.75mm）、キーストローク：2.4mm、JIS標準配列（103キー、テンキー付き）
ポインティングデバイス NXパッド標準装備

Webカメラ 有効画素数30万画素
マイク ステレオマイク内蔵

インター
フェイス

USB USB 3.0（右側面×2）、USB 2.0（左側面×1（パワーオフUSB充電機能付き＊26））
ディスプレイ ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1＊10

通信関連 RJ45 LANコネクタ×1
サウンド関連 マイク入力:ステレオミニジャック×1＊7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1

メモリーカードスロット SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1＊22

パワーマネジメント 自動または任意設定可能（CPU制御＊20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
ECOモード 「ECOモード設定ツール」＊39をプリインストール

電源  バッテリパックまたはAC100～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）
［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］

バッテリ
＊62

リチ
ウム
イオン

駆動時間（JEITA＊59準拠） 約10.0～ 16.2時間（約13.1時間）

充電時間（ON時/OFF時） 約6.5時間/約6.5時間
消費電力＊29（最大構成時） 約9.5W（約65W）

エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）＊3  N区分 0.082（AA）
電波障害対策 VCCI ClassB

PCグリーンラベル対応＊19 ★★☆
外形寸法＊6 330（W）×223（D）×31.5（H）mm
質量＊8 約1.88kg

温湿度条件 5～ 35℃、20～ 80%（ただし結露しないこと）
ドライバ提供対象OS＊24＊27 Windows® 7 Enterprise 64ビット（SP1）/Professional 64ビット（SP1）

主な添付品 ACアダプタ、アプリケーション/マニュアルディスク、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をご参照ください。
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
メ
ニ
ュ
ー
＊51

再セットアップ用データ＊52 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊53、
選択時再セットアップ用媒体添付

メモリ
4GB DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×1

8GB DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×2＊79

マウス USBレーザーマウス USBマウス（レーザー式＊85、チルトホイール付き）（ケーブル長：約80cm）

＊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。
＊2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
＊3：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（ギガ演

算）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。

＊4：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
＊5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハー
ドウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビ
デオRAMの最大値が変わる場合があります。

＊6：ゴム足部などの突起部は除きます。
＊7：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。
＊8：SDメモリーカードは未装着です。
＊10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格

に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。
HDMIのCEC（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対
応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz（プロ
グレッシブ）に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応
しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応
した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。

＊11：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。

＊12：本機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対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない
場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用し
ない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

＊13：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
＊14：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
＊19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2011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。環境性能レーティング（★マーク）とは、加点項目の達成状況に

応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
＊20：使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
＊22：高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度は、カード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異

なります。著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。
＊23：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://www.nec.co.jp/bpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
＊24：ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→

「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、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、「ご利用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。

＊26：パソコン本体を電源に接続している場合のみ使えます。
　　  動作確認済み機器については http://www.nec.co.jp/bpc/info/pc/usbcharge.shtml をご覧ください。
＊27：提供しているドライバは、（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS

とService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
＊29：メモリ4GBの構成で測定しています。
＊32：HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
＊37：記載以外の高解像度対応（1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉）については、 
　　  http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_c/ →〔キャンパスモデル タイプVH〕→〔スペック詳細〕をご覧ください。
＊39：省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
＊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添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は
        http://nx-media.ssnet.co.jp/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
＊53：HDD内の約8GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
＊56：ユーザが使用可能な領域は、１パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、約8GBを再セットアップ用バック

アップイメージとして使用しています。
＊58：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。
＊59：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。
　　 詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_c/ →［キャンパスモデル タイプVH］→関連情報の「■バッテリ駆動時

間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
＊60：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。
＊62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長

時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。
＊79：デュアルチャネルに対応します。
＊83：理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

接続先のIEEE802.11n 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
＊85：レーザー式マウスはガラス面や鏡面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式

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。
＊103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■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。


