
VJ21L/WE-L※  
インテル® Core™ i3-5010U 
プロセッサー （2.10GHz）

VJ22T/WE-L※  
インテル® Core™ i5-5200U 
プロセッサー （2.20GHz）

外形寸法＊5（W×D×H）mm/質量 383×256.5×22.3 /約 2.3kg＊8

バッテリ駆動時間 最大約 6.5時間

外形寸法＊5（W×D×H）mm/質量
（質量は VJ80A/S-Kの場合） 301.1×192.5× 9.6 /約 795g＊6＊8

バッテリ駆動時間
（VJ80A/S-Kの場合） 最大約 9.8時間＊7

多彩なモードチェンジで使い方自由自在。
大画面タッチパネル2 in 1ノートPC

  タイプVW
■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み 
（Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード）

Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み
 （Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード）

ディスプレイ 15.6型ワイド フルHD IPS方式液晶（タッチパネル）

HDD/SSHD 500GB HDD 500GB SSHD

合計メモリ＊3 16GB / 8GB / 4GB

光学ドライブ
/Webカメラ

DVDスーパーマルチドライブ（黒） 
USB接続（外付け）

［標準搭載］
Webカメラ

通信機能 ［標準搭載］無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth®

バッテリ リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）

ACアダプタ ［標準添付］小型軽量ACアダプタ

キーボード テンキー付きアイソレーションキーボード

マウス USBレーザーマウス（シルバー） USB光センサーマウス（ブラック）

変換アダプタ USB-LAN変換アダプタ VGA変換アダプタ

アプリケーション Office Home and Business Premium Office Home and Business 2013

添付品セット ミニマム添付品セット 標準添付品セット

サービス&
サポート

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［5年間翌営業日
出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［4年間翌営業日
出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［3年間翌営業日
出張修理］

引取標準保証拡張
G6（Jシリーズ用）
［5年間引取
修理専用］

動産総合保険付標準保証
拡張G7

（Jシリーズ用）
［5年間引取修理専用］

動産総合保険付標準保証
拡張G7

（Jシリーズ用）
［4年間引取修理専用］

動産総合保険付標準保証
拡張G7

（Jシリーズ用）
［3年間引取修理専用］

＊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：セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは  http://jpn.nec.com/bpc/ → 〔シーン別セキュリティ対策〕のモデル別対応表を
ご覧ください。 ＊3：32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 ＊4：VJ12C/S-Kのみ選択可能。ワイヤレスWAN（LTE）選択モデルでのみ搭載。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。 ＊5：突起部を除く。 ＊6：VJ12C/S-Kでは約822g　＊7：VJ12C/S-Kでは約９．０時間　＊8：タイプVWの質量は平均値です。装置ごとで質量が異な
る場合があります。　※バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいてWindows 8.1 Pro Update環境で測定しためやす時間です。 

■ 主な構成オプション

インストールOS Windows 8.1 Pro Update 64ビット

ディスプレイ 11.6型ワイド フルHD IPS方式液晶（タッチパネル）

SSD 128GB SSD

合計メモリ 4GB［オンボード固定］

Webカメラ ［標準搭載］Webカメラ

通信機能
無線LAN（IEEE802.11ac） &Bluetooth® &ワイヤレスWAN（LTE）＊4

無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth®

バッテリ リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）

キーボード デタッチャブルキーボード（マグネット接続）

マウス USBレーザーマウス（シルバー） USB光センサーマウス（ブラック）

変換アダプタ USB-LAN変換アダプタ

セキュリティ機能＊2 内蔵指紋センサ & NFCポート＊4

アプリケーション
Office Home and Business Premium

Office Home and Business 2013

添付品セット ミニマム添付品セット 標準添付品セット

サービス&
サポート

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［5年間翌営業日
出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［4年間翌営業日
出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［3年間翌営業日
出張修理］

引取標準保証拡張
G6（Jシリーズ用）
［5年間引取修理

専用］

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［5年間引取修理専用］

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［4年間引取修理専用］

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［3年間引取修理専用］

幅広い業務に対応可能なパフォーマンスを備えた
大画面11.6型タブレットPC

  タイプVS

VJ80A/S-K  
インテル® Core™ M-5Y10 
プロセッサー （800MHz）
2014年10月発表商品

VJ12C/S-K  
インテル® Core™ M-5Y71 
プロセッサー （1.20GHz）
2014年11月発表商品

デジタイザー搭載モデル

・SIMロックフリーモデルです。
・LTEを利用するには申込・契約が必要となります。

LTEモデルも選択可能＊3

http://jpn.nec.com/bpc/vs/
タイプVS特設サイトもご覧ください。

※2014年10月Mate J & VersaPro J カタログ掲載のタイプVS
　VJ11C/S-K（インテル® Core™ M-5Y70プロセッサー搭載モデル）
　は販売を終了いたしました。
　後継商品である11月発売商品 VJ12C/S-K でのご検討をお願い
　いたします。

多彩なモードで利用可能

タブレットモード スタンドモード

本 体：第06119005号＊1

※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

http://jpn.nec.com/bpc/vw/
特設サイトもご覧ください。

2015年2月上旬公開予定

2015年1月発表商品

本 体：第06119005号＊1

    主な構成オプション

11.6型ワイド  
1,920×1,080ドット フルHD
タッチパネル（静電容量方式）

15.6型ワイド1,920×1,080ドット
 フルHD

タッチパネル（静電容量方式）

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vs/index.html?mode=mvj

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vw/index.html?mode=mvj

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。

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

NECがおすすめする Windows.



＊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：セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは  http://jpn.nec.com/bpc/ → 〔シーン別セキュリティ対策〕のモデル別対応表をご覧ください。
＊3：32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。　＊4：突起部を除く。　＊5：リチウムポリマー（L）の場合の質量は約850g、リチウムポリマー（M）の場合の駆動時間は最大約5.9時間です。　＊6：質量は平
均値です。　　※バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいてWindows 8.1 Pro Update環境で測定しためやす時間です。 

外形寸法＊4（W×D×H）mm/質量
（質量はリチウムポリマーバッテリ（M）の場合） 319×212×16.9/約 779g＊5＊6

バッテリ駆動時間
（リチウムポリマーバッテリ（L）の場合）

最大約 9.0時間＊5

外形寸法＊4（W×D×H）mm/質量 319×217×16.9/約 926g＊6

バッテリ駆動時間 最大約 11.6時間

Cat.No.APB426　1501120001PP

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み 
（Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード）

Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み
 （Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード）

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

ディスプレイ 13.3型ワイド IGZO® WQHD液晶

SSD 256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 4GB［オンボード固定］＊3

光学ドライブ
/Webカメラ

DVDスーパーマルチ
ドライブ（黒） 

USB接続（外付け）

DVD-ROMドライブ
（黒） 

USB接続（外付け）
Webカメラ

通信機能 ［標準搭載］無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth®

バッテリ リチウムポリマーバッテリ（L）（内蔵固定）リチウムポリマーバッテリ（M）（内蔵固定）

ACアダプタ ［標準添付］小型軽量ACアダプタ

キーボード アイソレーションキーボード

マウス USBレーザーマウス（シルバー） USB光センサーマウス（ブラック）

変換アダプタ USB-LAN変換アダプタ VGA変換アダプタ

セキュリティ機能＊2 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション Office Home and Business Premium Office Home and Business 2013

添付品セット ミニマム添付品セット 標準添付品セット

サービス&
サポート

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［5年間翌営業日
出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［4年間翌営業日
出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［3年間翌営業日
出張修理］

引取標準保証拡張
G6（Jシリーズ用）
［5年間引取修理

専用］
モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［5年間引取修理専用］

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［4年間引取修理専用］

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［3年間引取修理専用］

モビリティを追求した超軽量ボディに
充実の基本性能を備えたモバイルノートPC

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み 
（Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード）

Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み
 （Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード）

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

ディスプレイ 13.3型ワイド スーパーシャインビュー IGZO® 
フルHD液晶（タッチパネル）

SSD 256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 4GB［オンボード固定］＊3

光学ドライブ
/Webカメラ

DVDスーパーマルチ
ドライブ（黒） 

USB接続（外付け）

DVD-ROMドライブ
（黒） 

USB接続（外付け）
Webカメラ

通信機能 ［標準搭載］無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth®

バッテリ リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）

ACアダプタ ［標準添付］小型軽量ACアダプタ

キーボード アイソレーションキーボード

マウス USBレーザーマウス（シルバー） USB光センサーマウス（ブラック）

変換アダプタ USB-LAN変換アダプタ VGA変換アダプタ

セキュリティ機能＊2 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション Office Home and Business Premium Office Home and Business 2013

添付品セット ミニマム添付品セット 標準添付品セット

サービス&
サポート

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［5年間翌営業日
出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［4年間翌営業日
出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）
［3年間翌営業日
出張修理］

引取標準保証拡張
G6（Jシリーズ用）
［5年間引取修理

専用］
モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［5年間引取修理専用］

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［4年間引取修理専用］

モバイル動産総合保険付
標準保証拡張G7
（Jシリーズ用）

［3年間引取修理専用］

タブレットPCへスムーズにモードチェンジ可能。
軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

  タイプVN

  タイプVG

VJ22T/NT-L※  
インテル® Core™ i5-5200U 
プロセッサー （2.20GHz）

VJ22T/NV-L※  
インテル® Core™ i5-5200U 
プロセッサー （2.20GHz）

VJ22T/GS-L※  
インテル® Core™ i5-5200U 
プロセッサー （2.20GHz）

VJ22T/GG-L※  
インテル® Core™ i5-5200U 
プロセッサー （2.20GHz）

Webカメラ搭載モデル

Webカメラ搭載モデル

※IGZOおよびIGZOロゴは
　シャープ株式会社の登録商標です。

※IGZOおよびIGZOロゴは
　シャープ株式会社の登録商標です。

スムーズ変形

タブレットモード

本 体：第06119005号＊1

※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

本 体：第06119005号＊1

2015年1月発表商品※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

2015年1月発表商品

http://jpn.nec.com/bpc/vn/
特設サイトもご覧ください。

2015年2月上旬公開予定

http://jpn.nec.com/bpc/vg/
特設サイトもご覧ください。

2015年2月上旬公開予定

    主な構成オプション

13.3型ワイドIGZO® 液晶
2,560×1,440ドット 

WQHD

13.3型ワイドIGZO® 液晶
1,920×1,080ドット

フルHD
タッチパネル（静電容量方式）

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vn/index.html?mode=mvj

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vg2/index.html?mode=mvj

NECがおすすめする Windows.


