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利用シーンを選ばない
大画面11.6型
新タブレットPC

NECがおすすめする Windows.
ビジネスPC

タイプVS 
バーサプロ

ビジネスシーンを快適にサポートするWindows 8.1 Pro
操作しやすいインターフェイスや、強固なセキュリティなど、
ビジネスシーンでのPC利用を支援する多彩な機能を提供します。

画面のアプリやデバイスは国により異なります。

セキュリティ強化
スタートボタン搭載。
タイルも自由に
カスタマイズ

使いやすさの向上
OSも

アプリケーションも
高速起動

運用性向上
指紋センサといった
認証デバイスに

対応

利用シーンを選ばない
大画面11.6型
新タブレットPC

利用シーンを選ばない
大画面11.6型
新タブレットPC

・Windows 8.1 Pro Update 64ビット
選択できるOS



高精細Webカメラ&インターフェイス
本体の両面に高精細のWebカメラ（前面200万画素/背面500万画素）を搭載し、

Web会議などの利用も快適。また、インターフェイス部にはプレゼン時に便利な

microHDMIポートの他、USB 3.0ポートを装備しています。

液晶パネルに高強度ガラスを採用

どこでも安全な業務が可能
無線LAN、Bluetooth® の標準対応に加え、LTE対応のワイヤレスWANも選択
可能＊。さらに、指紋センサやNFCポートも搭載でき、様々な場所で安全に業務
を行うことが可能です。
＊：SIMロックフリーです。
　LTEの対応周波数については、 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

右側面

左側面

上面

下面

ヘッドフォン/オーディオ出力端子USB 3.0ポート

DCコネクタ画面回転ロックボタン

キーボード接続用コネクタ

microHDMIポート 音量調節ボタン

電源スイッチ

microSDメモリーカードスロット/SIMカードスロット＊

NFCポート＊Windowsボタン

指紋センサ＊

内蔵マイク

Webカメラ

高度なパフォーマンスを発揮する新世代CPU搭載

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け最新

CPU インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサーを選択可能。Office

系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン
デジタイザー搭載モデルに付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約

7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサに
より、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の
手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版」を使用すると、長文入力
もスムーズに行えます。

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、高い透明度と耐
衝撃性を両立した保護ガラスに、指紋をふきとりやすくするAFコーティング
（指紋付着防止）を採用したIPS液晶です。

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。

タイプVS 特設サイトもご覧ください。
（2014年12月上旬公開予定）

http://jpn.nec.com/bpc/vs/

＊：ワイヤレスWAN（LTE）を選択した場合のみ。

型名 ： VK12S/S-K
　　　VK80B/S-K

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。
買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償
回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクル
マーク付きモデル」をご用意しています。

構成オプション（各項目から択一と なります）
添付品セット/再セットアップ用媒体 サービス&サポート

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。

変換アダプタ

USB-LAN
変換アダプタ＊

PC-N-KETULJ
+4,500円

なし

：バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
  詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

1 ：LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの
  申込・契約が必要です。

2 ：再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは
  再セットアップ専用（消去不可）です。お客様のデータ保存にはご利用できません。
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なし

+21,000円
PC-N-EX5ALJ

引取標準保証拡張G6
［5年間引取修理専用］

+22,000円
PC-N-EX5HLJ

標準保証拡張G6
［5年間翌営業日出張修理］

+15,000円
PC-N-EX4HLJ

標準保証拡張G6
［4年間翌営業日出張修理］

+10,000円
PC-N-EX3HLJ

標準保証拡張G6
［3年間翌営業日出張修理］

+22,500円
PC-N-EX5CLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7［5年間引取修理専用］

+18,000円
PC-N-EX4CLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7［4年間引取修理専用］

+13,500円
PC-N-EX3CLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7［3年間引取修理専用］

+7,500円
PC-N-EX5PLJ

5年パーツ保証拡張G6

+4,500円
PC-N-EX4PLJ

4年パーツ保証拡張G6

+2,000円
PC-N-EX3PLJ

3年パーツ保証拡張G6

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ
　イメージがSSD内に格納されております。

なし

アプリケーション

Of�ce
Home and
Business
Premium

PC-N-APSHPK
+34,000円

Of�ce
Home and
Business
2013

PC-N-APSTTK
+29,000円

 ＊：標準添付品セット、ミニマム添付品セットの詳細は、
　 http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔環境対応〕を
　 ご覧ください。

フレームモデル
型名 型番 希望小売価格 CPU インストールOS 構成 キーボード

USB
レーザーマウス
（シルバー）＊

PC-N-PDZURJ
+4,000円

USB
光センサーマウス
（ブラック）＊

PC-N-PDZULJ
+3,000円

マウス

●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。

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://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVS〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フリーセレクションメニュー ［SSD使用可能領域について］
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update：約16GB

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ 通信機能/セキュリティ機能
Windows 8.1 Pro 
Update 64ビット版 
再セットアップ用メディア

PC-N-BC186K
+6,000円

＋

再セットアップ用メディア なし＋PC-N-KT186K
+1,000円

標準
添付品セット＊

再セットアップ用メディア なし＋
PC-N-KAS86K

+1,000円

ミニマム
添付品セット＊

なし

薄さ 9.6mm、約795g＊の軽量コンパクトボディ

多彩なスタイルで使えるデタッチャブルキーボードをご用意

大画面 11.6型ワイド IPS液晶  1,920×1,080ドット フルHD
デジタイザーペンが選択可能なタッチパネルを搭載

希望小売価格： 171,000円（税別）～

なし

デタッチャブル
キーボード
（マグネット接続）

+22,000円
PC-N-KBSDKK

キーボードを装着したまま液晶面が
使え、狭い場所でも邪魔になりません。

狭い場所では背面装着
液晶面にキーボードを装着し、画面を
保護しながら安全に持ち運び可能です。

持ち運びはノートPCのように
簡単なマグネット装着で、デスク業務が
可能。電源供給も本体から行います。

どこでも、すぐにデスク業務

広視野角&大画面で、外出先でのプレゼンテ̶ションや数人で1つの
画面を囲むディスカッションなども快適に行えます。

どの方向からも見やすい大画面液晶
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※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ
　イメージがSSD内に格納されております。

 ＊：標準添付品セット、ミニマム添付品セットの詳細は、
　 http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔環境対応〕を
　 ご覧ください。

Windows 8.1 Pro 
Update 64ビット版 
再セットアップ用メディア

PC-N-BCS86K
+6,000円＋

再セットアップ用メディア なし＋PC-N-KTS86K
+1,000円

標準
添付品セット＊

再セットアップ用メディア なし＋
PC-N-KAS86K

+1,000円

ミニマム
添付品セット＊
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Windows 8.1 Pro Update 64ビット

128GB SSD

オンボード 4GBメモリ

Webカメラ

リチウムポリマー
バッテリ（内蔵固定）

ACアダプタ
147,500円

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

（2014年11月発表商品）

PC-N-LDS1FK

11.6型ワイド
フルHD液晶
 &
デジタイザーペン1

PC-VK12CSZEKVK12C/S-K
インテル® Core™

M-5Y71 プロセッサー
（1.20GHz） +34,000円

PC-N-NWS2BK

無線LAN
（IEEE802.11ac）
 &
Bluetooth®

+4,000円

デジタイザー搭載モデル

PC-N-NW12BK

無線LAN
（IEEE802.11ac）
 &
Bluetooth®

+4,000円

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

128GB SSD

オンボード 4GBメモリ

Webカメラ

リチウムポリマー
バッテリ（内蔵固定）

ACアダプタ
136,000円

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

（2014年10月発表商品）

PC-N-LNS1FK

11.6型ワイド
フルHD液晶

1
PC-VK80ASZEKVK80A/S-K

インテル® Core™

M-5Y10 プロセッサー
（800MHz） +30,000円

PC-N-NW22WK

無線LAN
（IEEE802.11ac）
 &
Bluetooth®

 &
ワイヤレスWAN（LTE）
 &
NFCポート
 &
内蔵指紋センサ

+33,000円

2

125°

警告 お客様の安全のために、パソコンのバッテリ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、バッテ
リの特徴、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://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 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://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率（BODY SAR）について
このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国
際ガイドラインに適合しております。　http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

■電波に関するご注意
●無線LAN（5GHz＊1＊2＊4）機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令によ
り屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz＊1＊3）/Bluetooth®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：IEEE802.11a　＊3：IEEE802.11b/g　＊4：IEEE802.11ac

無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）
2.4 DS / OF4

Bluetooth®

2.4 FH 4

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本商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本商品を使
用しないでください。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。

 ＊：本体USBポートは
　 1つのため、同時接続
　 のご利用はできません。

 ＊：本体USBポートは
　 1つのため、同時
　 接続のご利用は
　 できません。

■ デタッチャブルキーボード
　 （マグネット接続） 
　 〔PC-VP-KB32〕 約560g
　 希望小売価格 24,000円（税別）

■ USBレーザーマウス2
　 〔PC-VP-KB27〕 
　 希望小売価格 10,000円（税別）

■ ACアダプタ
　 〔PC-VP-BP104〕 約175g
　 希望小売価格 10,000円（税別）

■ デジタイザーペン
　 〔PC-VP-TS12〕 約7.2g
　 希望小売価格 8,000円（税別）

■ USB光センサーマウス2
　 〔PC-VP-KB29〕 
　 希望小売価格 8,000円（税別）

■ USB-LAN変換アダプタ
　 〔PC-VP-BK06〕 
　 希望小売価格 8,000円（税別）

主な周辺機器

＊：VK80A/S-K、VK80B/S-Kの最軽量時の質量。

デジタイザーペン
はキーボードに
収納可能です

見やすさ、使いやすさを追求した
大画面11.6型タブレットPC

スタイル2

スタイル1

スタイル3 スタイル4

デタッチャブルキーボードは
左側面にUSB 2.0ポートを搭載

マウスなどと接続してより快適な
デスクワーク環境が実現できます。

※VK80A/S-K、VK80B/S-Kでは使用できません。

NECがおすすめする Windows.
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高精細Webカメラ&インターフェイス
本体の両面に高精細のWebカメラ（前面200万画素/背面500万画素）を搭載し、

Web会議などの利用も快適。また、インターフェイス部にはプレゼン時に便利な

microHDMIポートの他、USB 3.0ポートを装備しています。

液晶パネルに高強度ガラスを採用

どこでも安全な業務が可能
無線LAN、Bluetooth® の標準対応に加え、LTE対応のワイヤレスWANも選択
可能＊。さらに、指紋センサやNFCポートも搭載でき、様々な場所で安全に業務
を行うことが可能です。
＊：SIMロックフリーです。
　LTEの対応周波数については、 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

右側面

左側面

上面

下面

ヘッドフォン/オーディオ出力端子USB 3.0ポート

DCコネクタ画面回転ロックボタン

キーボード接続用コネクタ

microHDMIポート 音量調節ボタン

電源スイッチ

microSDメモリーカードスロット/SIMカードスロット＊

NFCポート＊Windowsボタン

指紋センサ＊

内蔵マイク

Webカメラ

高度なパフォーマンスを発揮する新世代CPU搭載

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け最新

CPU インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサーを選択可能。Office

系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン
デジタイザー搭載モデルに付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約

7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサに
より、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の
手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版」を使用すると、長文入力
もスムーズに行えます。

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、高い透明度と耐
衝撃性を両立した保護ガラスに、指紋をふきとりやすくするAFコーティング
（指紋付着防止）を採用したIPS液晶です。

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。

タイプVS 特設サイトもご覧ください。
（2014年12月上旬公開予定）

http://jpn.nec.com/bpc/vs/

＊：ワイヤレスWAN（LTE）を選択した場合のみ。

型名 ： VK12S/S-K
　　　VK80B/S-K

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。
買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償
回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクル
マーク付きモデル」をご用意しています。

構成オプション（各項目から択一と なります）
添付品セット/再セットアップ用媒体 サービス&サポート

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。

変換アダプタ

USB-LAN
変換アダプタ＊

PC-N-KETULJ
+4,500円

なし

：バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
  詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

1 ：LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの
  申込・契約が必要です。

2 ：再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは
  再セットアップ専用（消去不可）です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

3

なし

+21,000円
PC-N-EX5ALJ

引取標準保証拡張G6
［5年間引取修理専用］

+22,000円
PC-N-EX5HLJ

標準保証拡張G6
［5年間翌営業日出張修理］

+15,000円
PC-N-EX4HLJ

標準保証拡張G6
［4年間翌営業日出張修理］

+10,000円
PC-N-EX3HLJ

標準保証拡張G6
［3年間翌営業日出張修理］

+22,500円
PC-N-EX5CLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7［5年間引取修理専用］

+18,000円
PC-N-EX4CLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7［4年間引取修理専用］

+13,500円
PC-N-EX3CLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7［3年間引取修理専用］

+7,500円
PC-N-EX5PLJ

5年パーツ保証拡張G6

+4,500円
PC-N-EX4PLJ

4年パーツ保証拡張G6

+2,000円
PC-N-EX3PLJ

3年パーツ保証拡張G6

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ
　イメージがSSD内に格納されております。

なし

アプリケーション

Of�ce
Home and
Business
Premium

PC-N-APSHPK
+34,000円

Of�ce
Home and
Business
2013

PC-N-APSTTK
+29,000円

 ＊：標準添付品セット、ミニマム添付品セットの詳細は、
　 http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔環境対応〕を
　 ご覧ください。

フレームモデル
型名 型番 希望小売価格 CPU インストールOS 構成 キーボード

USB
レーザーマウス
（シルバー）＊

PC-N-PDZURJ
+4,000円

USB
光センサーマウス
（ブラック）＊

PC-N-PDZULJ
+3,000円

マウス

●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。

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://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVS〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フリーセレクションメニュー ［SSD使用可能領域について］
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update：約16GB

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ 通信機能/セキュリティ機能
Windows 8.1 Pro 
Update 64ビット版 
再セットアップ用メディア

PC-N-BC186K
+6,000円

＋

再セットアップ用メディア なし＋PC-N-KT186K
+1,000円

標準
添付品セット＊

再セットアップ用メディア なし＋
PC-N-KAS86K

+1,000円

ミニマム
添付品セット＊

なし

薄さ 9.6mm、約795g＊の軽量コンパクトボディ

多彩なスタイルで使えるデタッチャブルキーボードをご用意

大画面 11.6型ワイド IPS液晶  1,920×1,080ドット フルHD
デジタイザーペンが選択可能なタッチパネルを搭載

希望小売価格： 171,000円（税別）～

なし

デタッチャブル
キーボード
（マグネット接続）

+22,000円
PC-N-KBSDKK

キーボードを装着したまま液晶面が
使え、狭い場所でも邪魔になりません。

狭い場所では背面装着
液晶面にキーボードを装着し、画面を
保護しながら安全に持ち運び可能です。

持ち運びはノートPCのように
簡単なマグネット装着で、デスク業務が
可能。電源供給も本体から行います。

どこでも、すぐにデスク業務

広視野角&大画面で、外出先でのプレゼンテ̶ションや数人で1つの
画面を囲むディスカッションなども快適に行えます。

どの方向からも見やすい大画面液晶

3

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ
　イメージがSSD内に格納されております。

 ＊：標準添付品セット、ミニマム添付品セットの詳細は、
　 http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔環境対応〕を
　 ご覧ください。

Windows 8.1 Pro 
Update 64ビット版 
再セットアップ用メディア

PC-N-BCS86K
+6,000円＋

再セットアップ用メディア なし＋PC-N-KTS86K
+1,000円

標準
添付品セット＊

再セットアップ用メディア なし＋
PC-N-KAS86K

+1,000円

ミニマム
添付品セット＊

3

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

128GB SSD

オンボード 4GBメモリ

Webカメラ

リチウムポリマー
バッテリ（内蔵固定）

ACアダプタ
147,500円

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

（2014年11月発表商品）

PC-N-LDS1FK

11.6型ワイド
フルHD液晶
 &
デジタイザーペン1

PC-VK12CSZEKVK12C/S-K
インテル® Core™

M-5Y71 プロセッサー
（1.20GHz） +34,000円

PC-N-NWS2BK

無線LAN
（IEEE802.11ac）
 &
Bluetooth®

+4,000円

デジタイザー搭載モデル

PC-N-NW12BK

無線LAN
（IEEE802.11ac）
 &
Bluetooth®

+4,000円

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

128GB SSD

オンボード 4GBメモリ

Webカメラ

リチウムポリマー
バッテリ（内蔵固定）

ACアダプタ
136,000円

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

（2014年10月発表商品）

PC-N-LNS1FK

11.6型ワイド
フルHD液晶

1
PC-VK80ASZEKVK80A/S-K

インテル® Core™

M-5Y10 プロセッサー
（800MHz） +30,000円

PC-N-NW22WK

無線LAN
（IEEE802.11ac）
 &
Bluetooth®

 &
ワイヤレスWAN（LTE）
 &
NFCポート
 &
内蔵指紋センサ

+33,000円

2

125°

警告 お客様の安全のために、パソコンのバッテリ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、バッテ
リの特徴、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://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 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://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率（BODY SAR）について
このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国
際ガイドラインに適合しております。　http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

■電波に関するご注意
●無線LAN（5GHz＊1＊2＊4）機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令によ
り屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz＊1＊3）/Bluetooth®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：IEEE802.11a　＊3：IEEE802.11b/g　＊4：IEEE802.11ac

無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）
2.4 DS / OF4

Bluetooth®

2.4 FH 4

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本商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本商品を使
用しないでください。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。

 ＊：本体USBポートは
　 1つのため、同時接続
　 のご利用はできません。

 ＊：本体USBポートは
　 1つのため、同時
　 接続のご利用は
　 できません。

■ デタッチャブルキーボード
　 （マグネット接続） 
　 〔PC-VP-KB32〕 約560g
　 希望小売価格 24,000円（税別）

■ USBレーザーマウス2
　 〔PC-VP-KB27〕 
　 希望小売価格 10,000円（税別）

■ ACアダプタ
　 〔PC-VP-BP104〕 約175g
　 希望小売価格 10,000円（税別）

■ デジタイザーペン
　 〔PC-VP-TS12〕 約7.2g
　 希望小売価格 8,000円（税別）

■ USB光センサーマウス2
　 〔PC-VP-KB29〕 
　 希望小売価格 8,000円（税別）

■ USB-LAN変換アダプタ
　 〔PC-VP-BK06〕 
　 希望小売価格 8,000円（税別）

主な周辺機器

＊：VK80A/S-K、VK80B/S-Kの最軽量時の質量。

デジタイザーペン
はキーボードに
収納可能です

見やすさ、使いやすさを追求した
大画面11.6型タブレットPC

スタイル2

スタイル1

スタイル3 スタイル4

デタッチャブルキーボードは
左側面にUSB 2.0ポートを搭載

マウスなどと接続してより快適な
デスクワーク環境が実現できます。

※VK80A/S-K、VK80B/S-Kでは使用できません。

NECがおすすめする Windows.
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モデル タイプVS

インストールOS
Windows 8.1 Pro 

Update 64ビット★＊1＊2

添付/
インストールソフトウェア

Internet Explorer 11 ★ ◎
マカフィー リブセーフ＊4 □
Access Connections＊5 ★ □
Adobe® Reader® □
DeviceLock Lite＊8 ★ □
画面表示設定切替ツール ★ ◎
フリック入力補助ツール ★ □
拡張ディスプレイ操作ツール ★ □
mazec for Windows日本語版＊3※ □
WinZip □
バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール
（8割・5割充電モード対応） ★ ◎

無線LAN用ユーティリティ ★    △＊7

セレク
ション

メニュー別

USBレーザーマウス 選択時 左右スクロールボタンの設定ユーティリティー ★ ◎
Of�ce Home and 

Business 2013 選択時
Microsoft Of�ce Home and 
Business 2013＊6 ◆

Of�ce Home and 
Business Premium 選択時

Of�ce Home and Business Premium 
プラス Of�ce 365サービス＊6 ◆

＊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 8.1 Update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。

＊2：Windows 8.1 Pro Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro、Windows 8にダウングレードすることはできません。
＊3：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows日本語版の更新手続（有償）

が必要です。
＊4：最新の脅威に対抗するには、マカフィーソフトウェアを常に最新の状態にする必要があります。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、マカフィー リブセーフの試用期間は、初めてセットアップした時点から60日間になります。引き続
きお使いになる場合は、マカフィー リブセーフの更新手続（有償）が必要です。

＊5：ソフトウェアの概要については、 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
＊6：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べーション）が必要となります（Office 

Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要となります）。メディアは添付されません。OSの再セットアップ時は、Officeア
プリケーションを再インストールする必要があります。また、再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからのダウ
ンロードする必要がある場合があります。

＊7：後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報（ダウンロード）タブ→「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェ
ア」欄にて掲載予定。

＊8：WindowsストアアプリのSkypeとの併用はできません。
＊9：詳しくは、 http://www.microsoft.com/ja-jp/office/home/ をご参照ください。

◆：プリインストール＆専用添付品　◎：プリインストール　□：添付またはSSDに格納　△：後日Webより提供

■Office Home and Business Premium/
　Office Home and Business 2013に含まれるアプリケーションについて

Of�ce Home and Business Premium 選択時＊9 Of�ce Home and Business 2013 選択時
Office Home and Business Premium プラス 
Office 365 サービス（Microsoft Word 2013、

Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、
Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013）

Microsoft Office Home and Business 2013
（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、
Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 

2013、Microsoft OneNote 2013）

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。



NECがおすすめする Windows.

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）

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://jpn.nec.com/bpc/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

本カタログに記載の内容は2014年11月現在のものです

Cat.No. APB421  14110001P

※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）】購入後の期間にかか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。

■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、フラッシュメモリ、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。●本カタログに記載のハードウェア仕様、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フラッシュメモリ容量は、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。●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://jpn.nec.com/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://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html）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、フラッシュメモリ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://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html）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、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom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、OneNote、Outlook、Excel、
PowerPoint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。・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。・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。・McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee Inc.またはその関連会社の米国、またはそ
の他の国における登録商標または商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・DeviceLockはDeviceLock inc.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。

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、「バッテリ交換サービス」をご利用ください。

＊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：詳細なビデオRAM容量については、 http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →各モデル→スペック詳細の「最大

ビデオRAM容量」をご覧ください。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：突起部は除きます。
＊8：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。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。
＊15：Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®

仕様一覧 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。
＊19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver. 13）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。

＊22：著作権保護機能（CPRM）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。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。

＊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://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html 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://jpn.nec.com/bpc/ → ［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフト

ウェア」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。

＊29：メモリ4GB、SSD、ワイヤレスWANなしの構成で測定しています。
＊47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できま

す。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
＊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メディアは添付されていません。再セットアップ用メディアの購入方法は 
　　  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、P2 ～ 3をご覧ください。
＊53：SSD内の一部をバックアップイメージとして使用します。
＊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、タイプVSでは約16GB

をバックアップイメージとして使用しています。
＊59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）または（Ver.1.0）に基づいて測定しためやす

の時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →［各モデル選択］→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。同じ
規格同士でのみ通信が可能です。

＊61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
＊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。バッテリは消耗品です。
＊66：パソコンまたは、デタッチャブルキーボードのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用で

きません。
＊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。
　    詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご参照ください。
＊84：W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
　　 詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご参照ください。
＊85：レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用

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、光センサ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。

＊88：LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要です。記載の通信速度は、技術
規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネット
ワークの混雑状況に応じて変化します。

　　 LTEの対応周波数については、 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。

■仕様一覧　
下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、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VS
型名＊1 VK12C/S-K、VK12S/S-K VK80A/S-K、VK80B/S-K

インストールOS Windows 8.1 Pro Update 64ビット
CPU インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサー＊2＊14 インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサー＊2＊14

クロック周波数 1.20GHz （最大2.90GHz） 800MHz （最大2GHz）
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/チップセット 1,600MHz /（CPUに統合）
最大メモリ（メインメモリ） オンボード 4GB［固定 LPDDR3］

表
示
機
能

表示素子 11.6型ワイドカラー IPS液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LED液晶、グレア）、
タッチパネル（静電容量方式）、AF（指紋付着防止）コーティング、高強度ガラス（保護ガラス）

LCDドット抜け＊23 0.00008%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 5300（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1,997MB

表示色
（解像度）

内蔵ディスプレイ＊11＊13
最大1,677万色（1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×900ドット〈HD+〉、

1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,400×1,050ドット〈SXGA+〉、1,366×768ドット〈HD〉、1,360×768ドット、
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〉）

別売の外付けディスプレイ＊12

（HDMI接続時＊10）

最大1,677万色（1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット
〈WXGA+〉、1,400×1,050ドット〈SXGA+〉、1,366×768ドット〈HD〉、1,360×768ドット、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〉） 対応映像方式：1080p/1080i
音源/サウンド機能 ステレオスピーカ内蔵

通信
機能

無線LAN（IEEE802.11ac）＊60＊83 IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠＊84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi
Bluetooth® Bluetooth® Ver.4.0（Class1）＊15

記憶装置 SSD 約128GB＊56

入力装置

ポインティングデバイス マルチタッチ対応タッチパネル（静電容量方式）、
デジタイザーペン（電磁誘導方式） マルチタッチ対応タッチパネル（静電容量方式）

機能キー 音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載

Webカメラ 本体前面：HD解像度（1080p）対応カメラ/有効画素数200万画素
本体背面：HD解像度（1080p）対応カメラ/有効画素数500万画素

マイク ステレオマイク内蔵

インターフェイス USB 3.0（右側面×1）（デタッチャブルキーボード接続時はキーボード左側面にUSB 2.0×1）、
microHDMIポート×1＊10、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1＊47

センサー 加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS（LTE選択時のみ）
メモリーカードスロット microSD（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（モニタ節電機能、スリープ状態）
輝度センサ 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載

電源 バッテリまたは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］
消費電力＊29（最大構成時） 後日Webにて掲載 約6.3W（約36W）

エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）＊3 後日Webにて掲載 S区分 0.043（AA）
電波障害対策 VCCI ClassB

PCグリーンラベル対応＊19 後日Webにて掲載 ★★★
外形寸法＊6 301.1（W）×192.5（D）×9.6（H）mm

質量（バッテリ含む）＊8 約822g 約795g
温湿度条件 5～ 35℃、8～ 95%

ドライバ提供対象OS＊24 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット
主な添付品 ACアダプタ、デジタイザーペン、保証書 他 ACアダプタ、保証書 他

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
メ
ニ
ュ
ー
＊51

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

通信機能 ワイヤレスWAN LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。SIMロックフリー
（受信最大100Mbps、送信最大50Mbps）＊88 －

キーボード
デタッチャブルキーボード［パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドパッド付き、デジタイザーペン収納可能、

マグネット接続式。USB 2.0×1。キーピッチ：18.5mm、キーストローク：1.8mm、
JIS標準配列（88キー）、外形寸法：約301.4mm（W）×215.7（D）×8.1～ 26.4（H）mm、質量約560g］

マウス
USB光センサーマウス USBマウス（光センサー式＊85、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
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100cm）

セキュリ
ティ機能

NFCポート NFCポート搭載
（ご使用には別途ソフトウェアが必要です） －

指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに
指紋による認証が可能＊61 －

変換アダプタ USB-LAN変換アダプタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル＊66

バ
ッ
テ
リ
＊62

リチウ
ムポリ
マー

駆動時間（JEITA 2.0＊59準拠） 後日Webにて掲載 約6.8～ 12.9時間（約9.8時間）

駆動時間（JEITA 1.0＊59準拠） 後日Webにて掲載 約9.8～ 20.0時間（約14.9時間）
充電時間（ON時/OFF時） 約2.2時間/約2.2時間

※ インテル® WiDi、Bluetooth® 仕様一覧は 
　 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。


