
Jカタログ H1



ライン
アップ

タイプVG タイプVB タイプVM タイプVS タイプVD タイプVD タイプVX タイプVX タイプVL タイプVL タイプVA タイプVA タイプVF
モバイルノート PC タブレット PC ビジネスノート PC

インストール
OS＊1

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional��
��32ビット�SP1適用済み��
�（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Proライセンス�
���からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional��
��32ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update��
��64ビット�
��（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro
64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro
64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Proライセンス�
���からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro
64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Proライセンス�
���からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro
64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Proライセンス�
���からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional�
��64ビット�SP1適用済み�
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

CPU Core i5（マルチコア） Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core m（マルチコア）
Pentium（マルチコア）

Core i7（マルチコア）
Core i5（マルチコア）

Core i7（マルチコア）
Core i5（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）

Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

ディスプレイ
13.3型ワイド IPS方式液晶

1,920×1,080ドット
（16：9）フルHD

タッチパネル（静電容量方式）

12.5型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
12.5型ワイド液晶  
1,366×768ドット（16：9）HD

14型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,080ドット 
（16：9）フルHD

11.6型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,080ドット
（16：9）フルHD

タッチパネル（静電容量方式）、
デジタイザーペン（静電結合方式）

15.6型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
15.6型ワイド液晶  
1,366×768ドット（16：9）HD

15.6型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
15.6型ワイド液晶  
1,366×768ドット（16：9）HD

15.6型ワイド液晶
 1,366×768ドット（16：9）

HD

15.6型ワイド液晶
 1,366×768ドット（16：9）

HD

15.6型ワイド液晶
 1,366×768ドット（16：9）

HD

SSD/HDD/
フラッシュメモリ

512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD 暗号化機能付
500GB HDD

512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
64GB SSD

512GB SSD 暗号化機能付＊8

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
128GB SSD + 500GB HDD
500GB HDD 暗号化機能付
500GB HDD

512GB SSD 暗号化機能付＊8

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
128GB SSD + 500GB HDD＊9

500GB HDD 暗号化機能付
500GB HDD

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD

512GB SSD 暗号化機能付＊8

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD 暗号化機能付
500GB HDD

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD

合計メモリ 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 20GB　 12GB
8GB  　 4GB 8GB＊10　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 8GB　 4GB　 2GB

最大メモリ または 16GB
［SO-DIMMスロット×1］

20GB
［オンボード 4GB＋SO-DIMMスロット×1］ または 16GB

［SO-DIMMスロット×2］
16GB

［SO-DIMMスロット×2］
8GB

［SO-DIMMスロット×2］
16GB

［SO-DIMMスロット×2］
8GB

［SO-DIMMスロット×2］

光学ドライブ

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）

ドライブなし

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）

ドライブなし

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）

ドライブなし

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）

ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ

インター
フェイス

HDMI出力×1
SDメモリーカードスロット×1

USB-LAN変換アダプタ
 USB-LAN変換アダプタなし
VGA変換アダプタ
 VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
Mini DisplayPort出力×1

LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

VGA変換アダプタ
VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
Mini DisplayPort出力×1

LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

VGA変換アダプタ
VGA変換アダプタなし

microHDMI出力×1
microSDメモリーカードスロット×1

USB-LAN変換アダプタ
 USB-LAN変換アダプタなし
VGA変換アダプタ＊7

 VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1
PCカードスロット×1

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1
PCカードスロット×1

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1
PCカードスロット×1

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1
PCカードスロット×1

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1

HDMI出力×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

VGA変換アダプタ
VGA変換アダプタなし

USB USB 3.1× 1 ポート
USB 3.0× 1 ポート USB 3.0×3 ポート USB 3.0×3 ポート USB 3.0× 2 ポート USB 3.0× 5 ポート USB 3.0×5 ポート＊6 USB 3.0×5 ポート USB 3.0×5 ポート＊6 USB 3.0×3 ポート

ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ 標準ACアダプタ ゼロワットACアダプタ
ゼロワットACアダプタ
小型軽量ACアダプタ

ゼロワットACアダプタ
小型軽量ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ

バッテリ
駆動時間＊2

最大約10.6時間
リチウムイオン（L）搭載時 後日Webにて掲載 最大約8.9時間 最大約11時間 最大約12.5時間 最大約12.3時間 最大約13時間 最大約12.3時間 最大約12.7時間 最大約12.6時間 最大約13時間 最大約12.3時間 最大約6.2時間

外形寸法＊3

（W×D×Hmm）
／質量＊4 

305×205×16.9
約769g

リチウムイオン（M）搭載時

305.5×208.5×20.3
約1.21kg

リチウムイオン（M）搭載時＊5

331×226.8×16.9 〜 18.8
約1.38kg

301×192×11
約782g

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

385.6×258 ×22.6
約2.3kg

8GB   
［オンボード］

4GB
［オンボード］

8GB   
［オンボード］

4GB
［オンボード］

2

あなたのビジネススタイルを革新します。
より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける
ビジネスPC Jシリーズ

〈VS-U〉〈VB-U〉〈VG-U〉 〈VM-U〉 〈VD-V〉 〈VD-U〉

※ で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

＊1：インストールOSは日本語版です。 ＊2：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定したWindows 10 Proでのめやすの時間です。 ＊3：突起部除く。 ＊4：最軽量時の質量です。 ＊5：リチウムイオンバッテリ（L）選択時は305.5× 208.5×32.3mm、約1.4kgとなります。　＊6：CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート＆USB 2.0×1ポートとなります。　＊7：接続にはドック機能付きキーボードが必要です。　＊8：Windows 7では選択できません。　＊9：Celeronモデルでは選択できません。　
＊10：Core m3、Pentiumモデルでは選択できません。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP8〜15の主な構成オプションをご覧ください。
※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。
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インテル
第6世代

CPU

インテル
第6世代

CPU
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新筐体



●動画で商品情報を発信中！
ビジネスPC
動画チャンネル

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

●Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内
タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログが
ない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、また
カタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

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

ビジネスPC
3つの特長

● ビジネス向けのセキュリティソリューション
● 必要なスペックをカスタマイズ
● シンプルで実用的

NECがおすすめする Windows 10 Pro.

ライン
アップ

タイプVG タイプVB タイプVM タイプVS タイプVD タイプVD タイプVX タイプVX タイプVL タイプVL タイプVA タイプVA タイプVF
モバイルノート PC タブレット PC ビジネスノート PC

インストール
OS＊1

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional��
��32ビット�SP1適用済み��
�（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Proライセンス�
���からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional��
��32ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update��
��64ビット�
��（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro
64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro
64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Proライセンス�
���からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro
64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Proライセンス�
���からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro
64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
� ��Windows�8.1�Pro�Update
���64ビット�
����（Windows�10�Proライセンス�
���からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional��
��64ビット�SP1適用済み��
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional�
��64ビット�SP1適用済み�
��（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

CPU Core i5（マルチコア） Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core m（マルチコア）
Pentium（マルチコア）

Core i7（マルチコア）
Core i5（マルチコア）

Core i7（マルチコア）
Core i5（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）

Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（マルチコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

ディスプレイ
13.3型ワイド IPS方式液晶

1,920×1,080ドット
（16：9）フルHD

タッチパネル（静電容量方式）

12.5型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
12.5型ワイド液晶  
1,366×768ドット（16：9）HD

14型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,080ドット 
（16：9）フルHD

11.6型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,080ドット
（16：9）フルHD

タッチパネル（静電容量方式）、
デジタイザーペン（静電結合方式）

15.6型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
15.6型ワイド液晶  
1,366×768ドット（16：9）HD

15.6型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
15.6型ワイド液晶  
1,366×768ドット（16：9）HD

15.6型ワイド液晶
 1,366×768ドット（16：9）

HD

15.6型ワイド液晶
 1,366×768ドット（16：9）

HD

15.6型ワイド液晶
 1,366×768ドット（16：9）

HD

SSD/HDD/
フラッシュメモリ

512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD 暗号化機能付
500GB HDD

512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
64GB SSD

512GB SSD 暗号化機能付＊8

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
128GB SSD + 500GB HDD
500GB HDD 暗号化機能付
500GB HDD

512GB SSD 暗号化機能付＊8

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
128GB SSD + 500GB HDD＊9

500GB HDD 暗号化機能付
500GB HDD

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD

512GB SSD 暗号化機能付＊8

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD 暗号化機能付
500GB HDD

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD

合計メモリ 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 20GB　 12GB
8GB  　 4GB 8GB＊10　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 8GB　 4GB　 2GB

最大メモリ または 16GB
［SO-DIMMスロット×1］

20GB
［オンボード 4GB＋SO-DIMMスロット×1］ または 16GB

［SO-DIMMスロット×2］
16GB

［SO-DIMMスロット×2］
8GB

［SO-DIMMスロット×2］
16GB

［SO-DIMMスロット×2］
8GB

［SO-DIMMスロット×2］

光学ドライブ

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）

ドライブなし

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）

ドライブなし

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）

ドライブなし

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）

ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ

インター
フェイス

HDMI出力×1
SDメモリーカードスロット×1

USB-LAN変換アダプタ
 USB-LAN変換アダプタなし
VGA変換アダプタ
 VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
Mini DisplayPort出力×1

LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

VGA変換アダプタ
VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
Mini DisplayPort出力×1

LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

VGA変換アダプタ
VGA変換アダプタなし

microHDMI出力×1
microSDメモリーカードスロット×1

USB-LAN変換アダプタ
 USB-LAN変換アダプタなし
VGA変換アダプタ＊7

 VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1
PCカードスロット×1

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1
PCカードスロット×1

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1
PCカードスロット×1

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

HDMI出力×1
アナログRGB出力×1
PCカードスロット×1

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1

HDMI出力×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1

VGA変換アダプタ
VGA変換アダプタなし

USB USB 3.1× 1 ポート
USB 3.0× 1 ポート USB 3.0×3 ポート USB 3.0×3 ポート USB 3.0× 2 ポート USB 3.0× 5 ポート USB 3.0×5 ポート＊6 USB 3.0×5 ポート USB 3.0×5 ポート＊6 USB 3.0×3 ポート

ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ 標準ACアダプタ ゼロワットACアダプタ
ゼロワットACアダプタ
小型軽量ACアダプタ

ゼロワットACアダプタ
小型軽量ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ

バッテリ
駆動時間＊2

最大約10.6時間
リチウムイオン（L）搭載時 後日Webにて掲載 最大約8.9時間 最大約11時間 最大約12.5時間 最大約12.3時間 最大約13時間 最大約12.3時間 最大約12.7時間 最大約12.6時間 最大約13時間 最大約12.3時間 最大約6.2時間

外形寸法＊3

（W×D×Hmm）
／質量＊4 

305×205×16.9
約769g

リチウムイオン（M）搭載時

305.5×208.5×20.3
約1.21kg

リチウムイオン（M）搭載時＊5

331×226.8×16.9 〜 18.8
約1.38kg

301×192×11
約782g

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

377×255×27.6
約2.4kg

光学ドライブ搭載時

385.6×258 ×22.6
約2.3kg

8GB   
［オンボード］

4GB
［オンボード］

3

〈VA-V〉 〈VA-U〉〈VL-U〉〈VL-V〉　　〈VX-U〉〈VX-V〉〈VD-U〉 〈VF-U〉

＊1：インストールOSは日本語版です。 ＊2：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定したWindows 10 Proでのめやすの時間です。 ＊3：突起部除く。 ＊4：最軽量時の質量です。 ＊5：リチウムイオンバッテリ（L）選択時は305.5× 208.5×32.3mm、約1.4kgとなります。　＊6：CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート＆USB 2.0×1ポートとなります。　＊7：接続にはドック機能付きキーボードが必要です。　＊8：Windows 7では選択できません。　＊9：Celeronモデルでは選択できません。　
＊10：Core m3、Pentiumモデルでは選択できません。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP8〜15の主な構成オプションをご覧ください。
※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。
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ライン
アップ

タイプME タイプME タイプMB タイプMB タイプML タイプMC タイプMC タイプMG
デスクトップ PC 液晶一体型

インストール
OS＊1

Windows�10�Pro�64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows�8.1�Pro�Update�64ビット�
�（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro�64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows�8.1�Pro�Update�64ビット�
�（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional���
�64ビット�SP1適用済み��
�（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional��
�64ビット�SP1適用済み�
�（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からの�ダウングレード）

Windows�10�Pro�64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional��
�32ビット�SP1適用済み��
�（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows®�7�Professional��
�32ビット�SP1適用済み��
�（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

CPU
Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Pentium（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Pentium（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Pentium（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

ディスプレイ

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

21.5型ワイド IPS方式液晶
 1,920×1,080ドット（16：9） 

フルHD

グラフィック
ボード

NVIDIA® GeForce GT730＊4

グラフィックボードなし
NVIDIA® Quadro® K420＊4

グラフィックボードなし ― ― ― ― ― ―

HDD/SSD

2TB HDD（1TB×2）　
1TB HDD（500GB×2）
1TB HDD　 500GB HDD
128GB SSD＋500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

2TB HDD（1TB×2）　
1TB HDD（500GB×2）
1TB HDD　 500GB HDD
128GB SSD＋500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

合計メモリ 32GB　 16GB　 8GB　 4GB 32GB　 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 8GB　 4GB　 2GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB

最大メモリ 32GB
［DIMMスロット×4］

32GB
［DIMMスロット×4］

32GB
［DIMMスロット×4］

32GB　　
［DIMMスロット×4］　　

8GB
［DIMMスロット×2］

16GB
［SO-DIMMスロット×2］

16GB
［SO-DIMMスロット×2］

16GB
［SO-DIMMスロット×2］

光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ 
  USB接続（外付け）
タイプMC専用DVD-ROMドライブ

  USB接続（外付け）
ドライブなし

タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ 
  USB接続（外付け）
タイプMC専用DVD-ROMドライブ

  USB接続（外付け）
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ

インター
フェイス

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

PCIスロット（Low Profile）×1＊8

PCI Express x1（Low Profile）×1＊9

PCI Express x16（x4接続）（Low Profile）×1
PCI Express x16（Low Profile）×1＊10

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

PCIスロット（Low Profile）×1＊6

PCI Express x1（Low Profile）×1
PCI Express x16（x4接続）（Low Profile）×1＊6

PCI Express x16（Low Profile）×1＊10

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

PCIスロット（Low Profile）×1＊8

PCI Express x1（Low Profile）×2＊9

PCI Express x16（Low Profile）×1
LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2 　　　
（デジタルDVI-D出力×1＊5）　　　

アナログRGB出力×1　　　
シリアルポート×1　　　

PCIスロット（Low Profile）×1＊6　　　
PCI Express x1（Low Profile）×1　　　

PCI Express x16（x4接続）（Low Profile）×1＊6　　　
PCI Express x16（Low Profile）×1　　　

LAN ギガビットイーサネット×1　　　

DisplayPort出力×1
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

PCI Express x1（Low Profile）×2
PCI Express x16（Low Profile）×1

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1＊3

シリアルポート×1＊3

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×1
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1

パラレル
ポート

パラレルポート× 1
パラレルポートなし

パラレルポート× 1
パラレルポートなし

パラレルポート× 1
パラレルポートなし

パラレルポート× 1
パラレルポートなし ― ― ― ―

USB USB 3.0× 8 ポート USB 3.0× 8 ポート USB 3.0× 6 ポート
USB 2.0× 2 ポート

USB 3.0× 6 ポート
USB 2.0× 2 ポート

USB 3.0× 4 ポート
USB 2.0× 2 ポート USB 3.0× 6 ポート USB 3.0× 6 ポート USB 3.0× 2 ポート

USB 2.0× 4 ポート

スピーカ 内蔵モノラルスピーカ
スピーカなし

内蔵モノラルスピーカ
スピーカなし ― ― ― モノラルスピーカ内蔵 モノラルスピーカ内蔵 ステレオスピーカ内蔵

外形寸法＊2 
（W×D×Hmm）
／質量

89×291×340
スタビライザ含まず

約5.1kg

88×371×338
スタビライザ含まず

約5.6kg

89×291×340
スタビライザ含まず

約5.1kg

88×371×338
スタビライザ/スタンド含まず

約5.6kg

88×371×338
スタンド含まず

約4.8kg

63×183.8×183.6＊7

ACアダプタ、スタンド含まず
約2.08kg＊7

63×183.8×183.6＊7

ACアダプタ、スタンド含まず
約2.08kg＊7

535×245×419 〜 529
約8kg

4

〈MB-V〉 〈MB-U〉P.18 〈ME-U〉〈ME-V〉

＊1：インストールOSは日本語版です。 ＊2：突起部除く。 ＊3：アナログRGBポートとシリアルポートは排他選択となります。 ＊4：NVIDIA® GeForce GT730ではDisplayPort出力×2、NVIDIA® Quadro® K420ではデジタルDisplayPort出力×1&DVI-D出力×1となります。 ＊5：DisplayPortから標準添付の変換アダプタにより利用可能。 ＊6：組み合わせにより異なります。詳しくはhttp://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ →タイプMEまたはタイプMBをご覧ください。 ＊7：光学ドライブ有りの場合。光学ドライブ無しの場合は、MC-Vでは34.5×182.9×
179mm、約1.32kg。MC-Uでは34.5×182×179mm、約1.32kgとなります。 ＊8：パラレルポート選択時占有済。 ＊9：無線LAN選択時1スロット占有済。 ＊10：グラフィックボード選択時占有済。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP17〜21の主な構成オプションをご覧ください。
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NECがおすすめする Windows 10 Pro.

ライン
アップ

タイプME タイプME タイプMB タイプMB タイプML タイプMC タイプMC タイプMG
デスクトップ PC 液晶一体型

インストール
OS＊1

Windows�10�Pro�64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows�8.1�Pro�Update�64ビット�
�（Windows�10�Pro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�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）

Windows�10�Pro�64ビット

� ��Windows�10�Pro�64ビット
��Windows�8.1�Pro�Update�64ビット�
�（Windows�10�Proライセンス�
�からのダウングレード）
��Windows®�7�Professional���
�64ビット�SP1適用済み��
�（Windows�10�Pro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��
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CPU
Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Pentium（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Pentium（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Pentium（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i7（クアッドコア）
Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

Core i5（クアッドコア）
Core i3（マルチコア）
Celeron（マルチコア）

ディスプレイ

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

  23型高精細ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  20型ワイド液晶 
 1,600×900ドット（16:9）HD+
  19型液晶   
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  17型液晶 
 1,280×1,024ドット（5：4）SXGA
  ディスプレイなし

21.5型ワイド IPS方式液晶
 1,920×1,080ドット（16：9） 

フルHD

グラフィック
ボード

NVIDIA® GeForce GT730＊4

グラフィックボードなし
NVIDIA® Quadro® K420＊4

グラフィックボードなし ― ― ― ― ― ―

HDD/SSD

2TB HDD（1TB×2）　
1TB HDD（500GB×2）
1TB HDD　 500GB HDD
128GB SSD＋500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

2TB HDD（1TB×2）　
1TB HDD（500GB×2）
1TB HDD　 500GB HDD
128GB SSD＋500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

1TB HDD
500GB HDD
512GB SSD 暗号化機能付
256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD

合計メモリ 32GB　 16GB　 8GB　 4GB 32GB　 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 8GB　 4GB　 2GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB

最大メモリ 32GB
［DIMMスロット×4］

32GB
［DIMMスロット×4］

32GB
［DIMMスロット×4］

32GB　　
［DIMMスロット×4］　　

8GB
［DIMMスロット×2］

16GB
［SO-DIMMスロット×2］

16GB
［SO-DIMMスロット×2］

16GB
［SO-DIMMスロット×2］

光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ
ドライブなし

タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ 
  USB接続（外付け）
タイプMC専用DVD-ROMドライブ

  USB接続（外付け）
ドライブなし

タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ 
  USB接続（外付け）
タイプMC専用DVD-ROMドライブ

  USB接続（外付け）
ドライブなし

DVDスーパーマルチドライブ
DVD-ROMドライブ

インター
フェイス

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

PCIスロット（Low Profile）×1＊8

PCI Express x1（Low Profile）×1＊9

PCI Express x16（x4接続）（Low Profile）×1
PCI Express x16（Low Profile）×1＊10

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

PCIスロット（Low Profile）×1＊6

PCI Express x1（Low Profile）×1
PCI Express x16（x4接続）（Low Profile）×1＊6

PCI Express x16（Low Profile）×1＊10

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

PCIスロット（Low Profile）×1＊8

PCI Express x1（Low Profile）×2＊9

PCI Express x16（Low Profile）×1
LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2 　　　
（デジタルDVI-D出力×1＊5）　　　

アナログRGB出力×1　　　
シリアルポート×1　　　

PCIスロット（Low Profile）×1＊6　　　
PCI Express x1（Low Profile）×1　　　

PCI Express x16（x4接続）（Low Profile）×1＊6　　　
PCI Express x16（Low Profile）×1　　　

LAN ギガビットイーサネット×1　　　

DisplayPort出力×1
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

PCI Express x1（Low Profile）×2
PCI Express x16（Low Profile）×1

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1
シリアルポート×1

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

アナログRGB出力×1＊3

シリアルポート×1＊3

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×1
（デジタルDVI-D出力×1＊5）

シリアルポート×1
LAN ギガビットイーサネット×1

パラレル
ポート

パラレルポート× 1
パラレルポートなし

パラレルポート× 1
パラレルポートなし

パラレルポート× 1
パラレルポートなし

パラレルポート× 1
パラレルポートなし ― ― ― ―

USB USB 3.0× 8 ポート USB 3.0× 8 ポート USB 3.0× 6 ポート
USB 2.0× 2 ポート

USB 3.0× 6 ポート
USB 2.0× 2 ポート

USB 3.0× 4 ポート
USB 2.0× 2 ポート USB 3.0× 6 ポート USB 3.0× 6 ポート USB 3.0× 2 ポート

USB 2.0× 4 ポート

スピーカ 内蔵モノラルスピーカ
スピーカなし

内蔵モノラルスピーカ
スピーカなし ― ― ― モノラルスピーカ内蔵 モノラルスピーカ内蔵 ステレオスピーカ内蔵

外形寸法＊2 
（W×D×Hmm）
／質量

89×291×340
スタビライザ含まず

約5.1kg

88×371×338
スタビライザ含まず

約5.6kg

89×291×340
スタビライザ含まず

約5.1kg

88×371×338
スタビライザ/スタンド含まず

約5.6kg

88×371×338
スタンド含まず

約4.8kg

63×183.8×183.6＊7

ACアダプタ、スタンド含まず
約2.08kg＊7

63×183.8×183.6＊7

ACアダプタ、スタンド含まず
約2.08kg＊7

535×245×419 〜 529
約8kg

5

〈MB-U〉 〈ML-U〉 〈MC-V〉 〈MG-U〉P.19 P.20 〈MC-U〉P.18

＊1：インストールOSは日本語版です。 ＊2：突起部除く。 ＊3：アナログRGBポートとシリアルポートは排他選択となります。 ＊4：NVIDIA® GeForce GT730ではDisplayPort出力×2、NVIDIA® Quadro® K420ではデジタルDisplayPort出力×1&DVI-D出力×1となります。 ＊5：DisplayPortから標準添付の変換アダプタにより利用可能。 ＊6：組み合わせにより異なります。詳しくはhttp://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ →タイプMEまたはタイプMBをご覧ください。 ＊7：光学ドライブ有りの場合。光学ドライブ無しの場合は、MC-Vでは34.5×182.9×
179mm、約1.32kg。MC-Uでは34.5×182×179mm、約1.32kgとなります。 ＊8：パラレルポート選択時占有済。 ＊9：無線LAN選択時1スロット占有済。 ＊10：グラフィックボード選択時占有済。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP17〜21の主な構成オプションをご覧ください。

※ で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

P.21P.21

インテル
第6世代

CPU

インテル
第6世代

CPU

インテル
第7世代

CPU

インテル
第6世代

CPU

新筐体



使いやすさを考慮した工夫により
日々の業務をサポートします

● 写真はタイプME-Uの場合
● 写真はタイプME-Vの場合

※写真はタイプVD、VX、VL、VAの場合

＊：HDD/SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。

＊：タイプVB、タイプVMでは250kgfでの加圧試験を実施しています。無破損・無故障を保証するものではありません。

Mate 使いやすさへの工夫

パームレストとキーボードが
同一の高さ

イージーメンテナンス筐体

手首への負担が少ない筐体設計

VersaPro 使いやすさへの工夫
タブレット用キーボード
シーンによって使い分けられる操作スタイルの数々

手首への負担を軽減するフラットな構造

相手が見やすいよう表示の回転が可能

誤入力の少ない、心地よいキー入力を提供

AF（指紋付着防止）コーティング

広視野角液晶

使いやすいキーピッチと打鍵感

満員電車の圧迫を想定した天面全体への
面加圧試験*を実施

底面部にあるHDDへの衝撃を緩和

対面業務に便利なフラットモード

工具なしで筐体カバーの
開閉が可能

「耐150kgfクラス」頑強設計

【対応機種】
【対応機種】 タイプ

VB
タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VF

タイプ
VL

タイプ
VA

【対応機種】

【対応機種】【対応機種】
タイプ

VS

【対応機種】
タイプ

VB
タイプ
VM

タイプ
VG

高強度ガラス
携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】
タイプ

VS

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VL

タイプ
VF

タイプ
VA

タイプ
VB

タイプ
VM

タイプ
VG

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VL

タイプ
VA

タイプ
VF

【対応機種】
タイプ

VB
タイプ
VM

タイプ
VG

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VL

タイプ
VA

【対応機種】

タイプ
VS

タイプ
VS

タイプ
VS

タイプ
VB

タイプ
VG

タイプ
VM

タイプ
VS

タイプ
VB

タイプ
VG

タイプ
VM

【対応機種】 【対応機種】
タイプ
VG

【対応機種】
タイプ
ME

タイプ
ML

タイプ
MB

【対応機種】
タイプ
ME

タイプ
ML

タイプ
MB

ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
背面に「ケーブルストッパ（標準添付）」
を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB
機器の盗難を防止できます

※背面の特定ポートにUSBキー
　ボードを接続する必要があります。

※タイプMGの使いやすさへの工夫は、P21をご覧ください。

キーボードパワーオン
キーボードの［ALT］キーと［P］
キーを押すことで、本体の電源
ONが可能。コンパクトな本体の
配置自由度が上がります

HDD部のクッション構造

タブレットや2 in 1タイプなら、
数人で1つの画面を囲むディスカッションも

150kgf

ノートPCのように
キーボード入力

キーボード装着のまま
タブレット操作も可能

持ち運び時は
液晶画面を保護

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSDのデータに破損がないことを
確認するテスト＊を実施

タブレットモード変更時のヒンジ耐久性を確認
机の高さからの耐落下

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

どの方向からも見やすい液晶画面

＊：モデルやキーボードセレクションにより、
　 キーピッチとキーストロークは異なります。

ゆとりの
キーピッチ＊ ほど良い

キーストローク＊

360°開閉を支える耐久性

※フリーセレクションのディスプレイでは
　背面装着はできません。
＊：LCD-E241N/LCD-E241N-BK, LCD-E221N/LCD-E221N-BK, 
　 LCD-E245WMi/LCD-E245WMi-BK, LCD-E233WMi/LCD-E233WMi-BK

省スペース設置
別売のディスプレイ＊と「ディスプレイマ
ウント・ブラケット」を利用するとタイプ
MC本体もしくは、MC＋セレクション
メニューの光学ドライブをディスプレイ
背面に取り付けることが可能

【対応機種】
タイプ
MC

【対応機種】
タイプ
MC

【対応機種】
タイプ
ME

タイプ
ML

タイプ
MB

サービスコンセント付き電源コード
1つのコンセントから
PCとディスプレイへ
給電可能

2 31

ネジを手で回して取り外し、
ロックを解除します。

止まったところでカバーを
持ち上げて取り外します。

カバーを本体背面側に
スライドさせます。

衝撃吸収クッション
HDD
保護
アダプタ

★：フルHD液晶選択時。

★:キーボード選択時。

タイプ
VM

タイプ
VB★

タイプ
VG

タイプ
VD★

タイプ
VX★

タイプ
VS★

＊1：無破損・無故障を保証するものではありません。
＊2：モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン＊1

【対応機種】
タイプ

VB
タイプ
VM

タイプ
VX

タイプ
VD

タイプ
VL

タイプ
VA

水の浸入に備えた防滴構造

PC内部デバイス 水抜き穴に
より排水＊2

防水シートが
水滴をガード

本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、2015年5月19日以降に弊社出荷のPC本体＊に付属します。
＊：Windows 10 Home / Windows 8.1 Update 搭載モデルを除く。

ワークスタイルを変革するアプリがMate J＆VersaPro Jなら無償で使える！

●Webカメラで顔認証。セキュアにログイン
　可能で情報漏えいリスクを低減
●5ユーザまで利用可能

●サーバ不要で画面/資料共有ができ
　同時書き込みも可能なツール
●接続PC 5クライアントまで利用可能

インタラクティブプレゼンテーションツール

スタートアップ版［非売品］スタートアップ版［非売品］

顔認証PCセキュリティソフトウェア

をご覧ください。詳しくは http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html

Webカメラで
顔認証

Case-4

150,000

100,000

50,000

25,000

○○○
0

Case-4

150,000

100,000

50,000

25,000

○○○
0

Case-4

150,000

100,000

50,000

25,000

○○○
0

Case-4

150,000

100,000

50,000

25,000

○○○
0

相互に書き込み
可能

セキュリティソリューション 会議ソリューション
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使いやすさを考慮した工夫により
日々の業務をサポートします

● 写真はタイプME-Uの場合
● 写真はタイプME-Vの場合

※写真はタイプVD、VX、VL、VAの場合

＊：HDD/SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。

＊：タイプVB、タイプVMでは250kgfでの加圧試験を実施しています。無破損・無故障を保証するものではありません。

Mate 使いやすさへの工夫

パームレストとキーボードが
同一の高さ

イージーメンテナンス筐体

手首への負担が少ない筐体設計

VersaPro 使いやすさへの工夫
タブレット用キーボード
シーンによって使い分けられる操作スタイルの数々

手首への負担を軽減するフラットな構造

相手が見やすいよう表示の回転が可能

誤入力の少ない、心地よいキー入力を提供

AF（指紋付着防止）コーティング

広視野角液晶

使いやすいキーピッチと打鍵感

満員電車の圧迫を想定した天面全体への
面加圧試験*を実施

底面部にあるHDDへの衝撃を緩和

対面業務に便利なフラットモード

工具なしで筐体カバーの
開閉が可能

「耐150kgfクラス」頑強設計

【対応機種】
【対応機種】 タイプ

VB
タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VF

タイプ
VL

タイプ
VA

【対応機種】

【対応機種】【対応機種】
タイプ

VS

【対応機種】
タイプ

VB
タイプ
VM

タイプ
VG

高強度ガラス
携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】
タイプ

VS

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VL

タイプ
VF

タイプ
VA

タイプ
VB

タイプ
VM

タイプ
VG

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VL

タイプ
VA

タイプ
VF

【対応機種】
タイプ

VB
タイプ
VM

タイプ
VG

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VL

タイプ
VA

【対応機種】

タイプ
VS

タイプ
VS

タイプ
VS

タイプ
VB

タイプ
VG

タイプ
VM

タイプ
VS

タイプ
VB

タイプ
VG

タイプ
VM

【対応機種】 【対応機種】
タイプ
VG

【対応機種】
タイプ
ME

タイプ
ML

タイプ
MB

【対応機種】
タイプ
ME

タイプ
ML

タイプ
MB

ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
背面に「ケーブルストッパ（標準添付）」
を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB
機器の盗難を防止できます

※背面の特定ポートにUSBキー
　ボードを接続する必要があります。

※タイプMGの使いやすさへの工夫は、P21をご覧ください。

キーボードパワーオン
キーボードの［ALT］キーと［P］
キーを押すことで、本体の電源
ONが可能。コンパクトな本体の
配置自由度が上がります

HDD部のクッション構造

タブレットや2 in 1タイプなら、
数人で1つの画面を囲むディスカッションも

150kgf

ノートPCのように
キーボード入力

キーボード装着のまま
タブレット操作も可能

持ち運び時は
液晶画面を保護

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSDのデータに破損がないことを
確認するテスト＊を実施

タブレットモード変更時のヒンジ耐久性を確認
机の高さからの耐落下

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

どの方向からも見やすい液晶画面

＊：モデルやキーボードセレクションにより、
　 キーピッチとキーストロークは異なります。

ゆとりの
キーピッチ＊ ほど良い

キーストローク＊

360°開閉を支える耐久性

※フリーセレクションのディスプレイでは
　背面装着はできません。
＊：LCD-E241N/LCD-E241N-BK, LCD-E221N/LCD-E221N-BK, 
　 LCD-E245WMi/LCD-E245WMi-BK, LCD-E233WMi/LCD-E233WMi-BK

省スペース設置
別売のディスプレイ＊と「ディスプレイマ
ウント・ブラケット」を利用するとタイプ
MC本体もしくは、MC＋セレクション
メニューの光学ドライブをディスプレイ
背面に取り付けることが可能

【対応機種】
タイプ
MC

【対応機種】
タイプ
MC

【対応機種】
タイプ
ME

タイプ
ML

タイプ
MB

サービスコンセント付き電源コード
1つのコンセントから
PCとディスプレイへ
給電可能

2 31

ネジを手で回して取り外し、
ロックを解除します。

止まったところでカバーを
持ち上げて取り外します。

カバーを本体背面側に
スライドさせます。

衝撃吸収クッション
HDD
保護
アダプタ

★：フルHD液晶選択時。

★:キーボード選択時。

タイプ
VM

タイプ
VB★

タイプ
VG

タイプ
VD★

タイプ
VX★

タイプ
VS★

＊1：無破損・無故障を保証するものではありません。
＊2：モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン＊1

【対応機種】
タイプ

VB
タイプ
VM

タイプ
VX

タイプ
VD

タイプ
VL

タイプ
VA

水の浸入に備えた防滴構造

PC内部デバイス 水抜き穴に
より排水＊2

防水シートが
水滴をガード

NEC ビジネス向け

無 料お試し期間

ビジネスPCと組み合わせて利用する、
お客様のビジネスに適した各種アプリケーション、
サービス、ソリューションを、NECがお勧めします。
今なら、一定期間無料でお試し、ご利用頂けます。
この機会に、ぜひ体験してください。

オフィスで、外出先で・・様々な

ビジネスシーンでの 困った を、NECが一発解決！

セキュリティ
クライアント PC操作ログ管理

デバイス制御ソフトウェア＊

＊：マイナンバーの安全管理措置にも対応予定

画像共有ソフトウェア
会議ソリューション

リモートアクセス
オフィスで役立つ

セキュリティ

リモートアクセスサービス

遠隔データ消去サービス

外出先で役立つ

※記載しているサービスは一例です。内容は変更する場合があります。

をご覧ください。詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/

NECがおすすめする Windows 10 Pro.

7



現代のビジネスシーンに対応したら、　この形にな   った。       フリースタイル&アクティブ

VG
タイプ

〈VG-U〉軽量
 約769g

（バッテリM時）

薄型
 16.9mm

急速充電
1時間で約80%

（電源OFF時）＊1

＊1 ： Windows 10 Proでの値
＊2 ： バッテリ（L）選択時は別売のACアダプタ
　   （PC-VP-BP103）で急速充電に対応

コンパクトなのに、
スリムベゼル&
フルHD大画面

●映り込みの少ないノングレア
●どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶

このバッテリは、
心強い味方

ビジネスを、もっと自由にする
スリムベゼル・薄型軽量モバイルPC

●長時間駆動バッテリ
　バッテリ（M）搭載時 
　6.7時間駆動＊1

　バッテリ（L）搭載時 
　10.6時間駆動＊1

●電源OFF時なら、１時間で
　約80％の急速充電＊2に対応

●大画面とコンパクトさを両立させる
　スリムベゼル（狭額縁）採用
●13.3型のフルHD液晶搭載

319×217ｍｍ
約926g

305×205mm
   約769g＊2

タッチ
パネル

軽量&コンパクト
しかも堅牢ボディ

　パームレスト：マグネシウム合金

シーンに合わせて
使い分け

モバイルPCとタブレット、
使いやすさを追求。 VN-S

（2016.11 タイプVN）

VG-U
（2017.6 
タイプVG）

本体サイズ、
従来2 in 1モデル比

事務机の引き出しに
収納可能な横幅305mm

約90％
にコンパクト化

●満員電車の圧迫を想定した
　150kgfの面加圧試験をクリア＊3

●机の高さを想定した76cmから
　SSDのデータ破損が無い事を
　確認する耐落下試験をクリア＊3

●天面・底面：
　マグネシウムリチウム合金

＊1:バッテリ（L）選択時は別売のACアダプタ（PC-VP-BP103）で急速充電に対応。　＊2:バッテリ（M）搭載時約769g、バッテリ（L）搭載時、約831g。　 ＊3:無破損、無故障を保証する物ではありません。

剛性素材のタフボディ

150kgf
面耐圧

マグネシウム
リチウム合金

採用

VN-S
（2016.11 タイプVN） （2017.6 タイプVG）

VG-U
A4ファイル用JIS規格の机(320×432×271mm)
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現代のビジネスシーンに対応したら、　この形にな   った。       フリースタイル&アクティブ

VG
タイプ

〈VG-U〉軽量
 約769g

（バッテリM時）

薄型
 16.9mm

急速充電
1時間で約80%

（電源OFF時）＊1

＊1 ： Windows 10 Proでの値
＊2 ： バッテリ（L）選択時は別売のACアダプタ
　   （PC-VP-BP103）で急速充電に対応

コンパクトなのに、
スリムベゼル&
フルHD大画面

●映り込みの少ないノングレア
●どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶

このバッテリは、
心強い味方

ビジネスを、もっと自由にする
スリムベゼル・薄型軽量モバイルPC

●長時間駆動バッテリ
　バッテリ（M）搭載時 
　6.7時間駆動＊1

　バッテリ（L）搭載時 
　10.6時間駆動＊1

●電源OFF時なら、１時間で
　約80％の急速充電＊2に対応

●大画面とコンパクトさを両立させる
　スリムベゼル（狭額縁）採用
●13.3型のフルHD液晶搭載

319×217ｍｍ
約926g

305×205mm
   約769g＊2

タッチ
パネル

軽量&コンパクト
しかも堅牢ボディ

　パームレスト：マグネシウム合金

シーンに合わせて
使い分け

モバイルPCとタブレット、
使いやすさを追求。 VN-S

（2016.11 タイプVN）

VG-U
（2017.6 
タイプVG）

本体サイズ、
従来2 in 1モデル比

事務机の引き出しに
収納可能な横幅305mm

約90％
にコンパクト化

●満員電車の圧迫を想定した
　150kgfの面加圧試験をクリア＊3

●机の高さを想定した76cmから
　SSDのデータ破損が無い事を
　確認する耐落下試験をクリア＊3

●天面・底面：
　マグネシウムリチウム合金

＊1:バッテリ（L）選択時は別売のACアダプタ（PC-VP-BP103）で急速充電に対応。　＊2:バッテリ（M）搭載時約769g、バッテリ（L）搭載時、約831g。　 ＊3:無破損、無故障を保証する物ではありません。

剛性素材のタフボディ

150kgf
面耐圧

マグネシウム
リチウム合金

採用

VN-S
（2016.11 タイプVN） （2017.6 タイプVG）

VG-U
A4ファイル用JIS規格の机(320×432×271mm)

NECがおすすめする Windows 10 Pro.

タブレットモードにチェンジ可能。
軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

 タイプVG〈VG-U〉

＊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。 ＊2：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 ＊3：Windows 7 
Professional 32ビットでは選択できません。

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 7 Professional 32ビット SP1適用済み
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

ディスプレイ 13.3型ワイド フルHD（タッチパネル）ノングレア液晶（IPS方式）

SSD 暗号化機能付512GB SSD 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 8GB［オンボード固定］＊2 4GB［オンボード固定］＊2

Webカメラ Webカメラ（VJ23T/GV-Uのみ） なし

光学ドライブ 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） なし

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

バッテリ リチウムイオンバッテリ（L）（内蔵固定） リチウムイオンバッテリ（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 ［標準搭載］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） なし

変換アダプタ
USB-LAN変換アダプタ VGA変換アダプタ

VGA変換アダプタ&USB-LAN変換アダプタ なし

アプリケーション
Office Home & Business 2016

Office Home & Business Premium＊3 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVG

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプVG

新筐体

VJ23T/GW-U※

インテル® Core™ i5-6200U 
プロセッサー （2.30GHz）

VJ23T/GV-U※

インテル® Core™ i5-6200U 
プロセッサー （2.30GHz）

Webカメラ搭載モデル

9

インテル
第6世代CPU

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。

2017年6月発表商品

IPS
方式液晶

タッチ
パネル

13.3型ワイド
ノングレア液晶

1,920×1,080ドット
フルHD

タッチパネル（静電容量方式）

    主な構成オプション

製
品
情
報 

詳
細



http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVM

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプVB

14型の大画面と長時間バッテリを標準搭載の
薄型モバイルノートPC

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 8.1 Pro Update 64ビット
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

Windows 7 Professional 64ビット SP1適用済み
（Windows 10 Pro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 10 Proライセンスからのダウングレード）

ディスプレイ 12.5型ワイド フルHD IPS方式液晶 12.5型ワイド HD

SSD/HDD
暗号化機能付512GB SSD 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD

暗号化機能付500GB HDD 500GB HDD

合計メモリ 16GB＊3 8GB＊3 4GB＊3

Webカメラ Webカメラ なし

光学ドライブ 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） なし

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

バッテリ
リチウムイオンバッテリ（L） リチウムイオンバッテリ（M）

リチウムイオンバッテリ（L）＋サブバッテリ＊6 リチウムイオンバッテリ（M）＋サブバッテリ＊6

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） なし

変換アダプタ VGA変換アダプタ なし

セキュリティ機能＊2 内蔵指紋センサ＊4/なし ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016＊5 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium＊5

Office Personal Premium＊5 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 7 Professional 32ビット SP1適用済み
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

ディスプレイ 14型ワイド フルHD IPS方式液晶

SSD 暗号化機能付512GB SSD 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 20GB＊3 12GB＊3 8GB＊3 4GB＊3

Webカメラ Webカメラ なし

光学ドライブ 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） なし

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

バッテリ ［標準搭載］リチウムイオンバッテリ

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） なし

変換アダプタ VGA変換アダプタ なし

セキュリティ機能＊2 内蔵指紋センサ＊4/なし ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション
Office Home & Business 2016

Office Home & Business Premium＊5 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

12.5型の軽量ボディに、サブバッテリも
選択可能なコンパクトモバイルノート

 タイプVM〈VM-U〉

  タイプVB〈VB-U〉

＊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は仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 ＊4：SecureFinger（別売）との同時利用はできません。 ＊5：Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 7 
Professional 64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。 ＊6：サブバッテリの交換は、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。

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVB

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVM

VJ24M/M-U
インテル® Core™ i5-6300U 
プロセッサー（2.40GHz）

VJ23T/M-U※

インテル® Core™ i5-6200U 
プロセッサー（2.30GHz）

VJ24M/B-U  
インテル® Core™ i5-6300U 
プロセッサー（2.40GHz）

VJ23T/B-U※

インテル® Core™ i5-6200U 
プロセッサー（2.30GHz）

VJ23L/B-U※

インテル® Core™ i3-6100U 
プロセッサー（2.30GHz）

VJ245/B-U  
インテル® Core™ i5-6300U 
プロセッサー（2.40GHz）

内蔵指紋センサ搭載モデル
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※インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは
　官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

※インテル® Core™ i5-6200U プロセッサーおよび
　インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは
　官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

●主な特長

●主な特長

本 体：第06119005号＊1

本 体：第06119005号＊1

※：無線LAN選択時に対応。
※：VJ23T/B-U、VJ23L/B-Uを除く。

内蔵指紋
センサ

選択可能
指紋による個人認証
が可能

フラットモード使用可能
相手が見やすいよう表示を回転すること
が可能

IPS
方式液晶

写真は
内蔵指紋センサ選択モデル

フラットモード使用可能
相手が見やすいよう表示
を回転することが可能

内蔵指紋センサ選択可能
指紋による個人認証が可能

IPS
方式液晶※

※フルHD選択時のみ

2017年6月発表商品

2017年6月発表商品

バッテリ（L）＋
サブバッテリで

長時間
駆動

インテル
第6世代CPU

インテル
第6世代CPU

　14型ワイド
1,920×1,080ドット

　　　フルHD

 12.5型ワイド
1,920×1,080ドット

　　  フルHD  1,366×768ドット
　　  　HD

    主な構成オプション

製
品
情
報 

詳
細

製
品
情
報 

詳
細



省エネ機能

資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。
　導入規模に応じた添付品の削減を支援します。

詳しくは
をご覧ください。→ ［各モデル］ → ［環境対応］ → ［添付品/再セットアップ用媒体の省資源化］

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

ミニマム添付品セット環境対応について

をご覧ください。
詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/mvj/ 
→ ［各モデル］ → ［環境対応］

電力消費ピーク時に節電
「ピークシフト設定ツール」

待機電力を節約
「ゼロワットACアダプタ機能」

利用シーンに合わせて省エネ運用
「ECOモード」

離席を感知して省エネ
「離席判定」

NECの省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

VersaPro Jでは「ピークシフト設定ツール」に対応（対応状況はP22）。パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、
節電に貢献することができます。

●エコマーク対応　
●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

環境規格・ガイドラインに対応導 入

＊1：一部のPCで対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。　
＊2：一部のPCで対応。

●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

●ECOモードの設定

省エネ設計運 用

●再生プラスチック＊　●マニュアルの電子化　
●再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納
＊：外付け液晶ディスプレイを除く。

環境に配慮した素材の使用生 産

使用済みのPCを
買い取りしてリユース

●使用済みのバッテリを回収バッテリのリサイクル

再 生

●ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPCの
買い取りサービスを実施、再生作業後に「NECリフレッ
シュ PC」として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

法人向けパソコン買い取りサービス
http://jpn.nec.com/products/bizpc/service/

　kaitori_pc/index.html  をご覧ください。

開発・生産から
使用後まで

一貫した環境配慮
運 用

導 入

生 産

再 生

NECがおすすめする Windows 10 Pro.

http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ 
→ タイプVS

ドック機能付きキーボードと併用で利便性が向上
大画面11.6型タブレットPC

  タイプVS〈VS-U〉 ■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 8.1 Pro Update 64ビット
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

Windows 7 Professional 64ビット SP1適用済み
（Windows 10 Pro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 10 Proライセンスからのダウングレード）

ディスプレイ 11.6型ワイド IGZO フルHD液晶（タッチパネル）

SSD 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD 64GB SSD

合計メモリ 8GB［オンボード固定］＊3＊7 4GB［オンボード固定］＊3

Webカメラ ［標準搭載］Webカメラ

光学ドライブ 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） なし

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

バッテリ リチウムイオンバッテリ（M）（内蔵固定）

キーボード ドック機能付きキーボード なし

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） なし

変換アダプタ
USB-LAN変換アダプタ&VGA変換アダプタ＊4 USB-LAN変換アダプタ

VGA変換アダプタ＊4 なし

セキュリティ機能＊2
内蔵指紋センサ＊5 なし

［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション
Office Home & Business 2016

Office Home & Business Premium＊6 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプVS

＊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は仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 ＊4：ドック機能付きキーボードが必要です。 ＊5：SecureFinger（別売）との同時利用はできません。 
＊6：Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 7 Professional 64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。 ＊7：Core m3、Pentiumモデルでは選択できません。

VJ11C/SQ-U  
インテル® Core™ m5-6Y54 
プロセッサー （1.10GHz）

VJ90A/SQ-U
インテル® Core™ m3-6Y30 
プロセッサー （900MHz）

VJ15D/SQ-U
インテル® Pentium® 
プロセッサー 4405Y 

（1.50GHz）

デジタイザーペン
標準添付
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本 体：第06119005号＊1

※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

IPS
方式液晶

タッチ
パネル

ノートPCとして
+ドック機能付きキーボード
角度調節可能/着脱スムーズ

スタンドとして
+ドック機能付きキーボード
営業対面時プレゼンに

いろいろなスタイルで操作が可能
●主な特長

ビューア / ペン利用に
タブレットPC

2017年6月発表商品

インテル
第6世代CPU

11.6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）

デジタイザーペン（静電結合方式）

製
品
情
報 

詳
細



●ビジネスPCサービス紹介

http://jpn.nec.com/bpc/custom/  をご覧ください。詳しくは、

● PC毎のネットワーク設定が面倒
● 膨大な添付品の整理が大変
● 使い慣れたOSを
    インストールしたい

● 手間をかけずにバックアップ
    媒体を複製したい
● 社用PCが一目で識別できる
    マークとか入れられないかな

盗難・紛失したパソコンのデータを遠隔消去したり、位置情報の
確認ができる「遠隔データ消去サービス」を3ヶ月間無償提供。
万一のPC盗難や紛失時のデータ流出リスクを低減できます。　

●PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
●無償提供期間の終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

管理サーバ

PC内の指定データを消去

消去命令
消去完了通知

位置確認
消去命令を発行

システム管理者

No Data

トラブル
発生

盗 難盗 難

紛 失紛 失

詳しくは、 http://jpn.nec.com/bpc/ →［利用支援サービス一覧］ →［遠隔データ消去サービス］ をご覧ください。

※自動ロックや自動消去機能をご利用頂くことで、ネット環境がないときでもロック・消去が可能です。

型番：PC-MV-CEHA12　希望小売価格：6,400円（税別）
位置情報を表示

PC導入時におけるお客様負担を軽減し、よりスムーズな展開
作業を支援するサービス（有償）です。
各種キッティング作業の代行のほか、管理性向上に役立つ
サービスなど多彩なメニューを揃え幅広いビジネスニーズに
対応します。

消去確認
レポートを受信

遠隔データ消去サービス

PCカスタマイズサービス 導入時のさまざまなご要望に対応できる各種メニューをご用意

●PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
●無償提供期間終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、
遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。
データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを低減できます。

RemoteView
中継サーバ

会社の端末
接続先

遠隔地の端末
接続元

詳しくは、 http://jpn.nec.com/bpc/ →［利用支援サービス一覧］ →［RemoteView サービス］ をご覧ください。

型番：PC-MV-CRAA11　希望小売価格：16,800円（税別）

RemoteViewサービス

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット＊2

Windows 8.1 Pro Update 64ビット
（Windows 10 Pro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 10 Pro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 15.6型ワイド HD液晶

SSD/HDD

暗号化機能付512GB SSD＊7 暗号化機能付256GB SSD

128GB SSD 128GB SSD + 500GB HDD

暗号化機能付500GB HDD 500GB HDD

合計メモリ 16GB＊3 8GB＊3 4GB＊3

Webカメラ Webカメラ なし

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

バッテリ ［標準搭載］リチウムイオンバッテリ

ACアダプタ ［標準搭載］ゼロワットACアダプタ

キーボード テンキー付きキーボード キーボード（タイプA）テンキーなし

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） なし

セキュリティ機能＊4 NFCポート＊5/なし ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016＊6 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium＊6

Office Personal Premium＊6 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）

［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］
（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプVD

＊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：第7世代CPUではWindows 10のみ選択可能。 ＊3：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装
置構成により異なります。 ＊4：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。 ＊5：テンキー付きキーボードと同時選択する必要があ
ります。 ＊6： Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。 ＊7： Windows 7では選択できません。

インテル 第7世代CPU＆カード認証機能に対応した
ハイエンドノートPC

  タイプVD�〈VD-V〉�〈VD-U〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVD

VJ28H/D-V   
インテル® Core™ i7-7600U 
プロセッサー （2.80GHz）

VJ26M/D-V  
インテル® Core™ i5-7300U 
プロセッサー （2.60GHz）

VJ26H/D-U   
インテル® Core™ i7-6600U 
プロセッサー （2.60GHz）

VJ24M/D-U  
インテル® Core™ i5-6300U 
プロセッサー （2.40GHz）
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●主な特長

相手が見やすいよう表示
を回転することが可能

フラットモード

フル
HD
選択可能

NFC
ポート
選択可能＊5

ゼロワット
ACアダプタ
標準添付

本 体：第06119005号＊1

2017年6月発表商品

※：無線LAN選択時に対応。

IPS
方式液晶※

※フルHD選択時のみ

写真は NFCポートおよび
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー選択可能

電源オフ時の待機電力をカットできるゼロワットACアダプタ機能に対応    主な構成オプション

インテル
第7世代

CPU

〈VD-V〉
★

インテル
第6世代

CPU

〈VD-U〉

★：第7世代CPUではWindows 10のみ選択可能。

　           15.6型ワイド
1,920×1,080ドット フルHD

1,366×768ドット HD

製
品
情
報 

詳
細



●ビジネスPCサービス紹介

http://jpn.nec.com/bpc/custom/  をご覧ください。詳しくは、

● PC毎のネットワーク設定が面倒
● 膨大な添付品の整理が大変
● 使い慣れたOSを
    インストールしたい

● 手間をかけずにバックアップ
    媒体を複製したい
● 社用PCが一目で識別できる
    マークとか入れられないかな

盗難・紛失したパソコンのデータを遠隔消去したり、位置情報の
確認ができる「遠隔データ消去サービス」を3ヶ月間無償提供。
万一のPC盗難や紛失時のデータ流出リスクを低減できます。　

●PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
●無償提供期間の終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

管理サーバ

PC内の指定データを消去

消去命令
消去完了通知

位置確認
消去命令を発行

システム管理者

No Data

トラブル
発生

盗 難盗 難

紛 失紛 失

詳しくは、 http://jpn.nec.com/bpc/ →［利用支援サービス一覧］ →［遠隔データ消去サービス］ をご覧ください。

※自動ロックや自動消去機能をご利用頂くことで、ネット環境がないときでもロック・消去が可能です。

型番：PC-MV-CEHA12　希望小売価格：6,400円（税別）
位置情報を表示

PC導入時におけるお客様負担を軽減し、よりスムーズな展開
作業を支援するサービス（有償）です。
各種キッティング作業の代行のほか、管理性向上に役立つ
サービスなど多彩なメニューを揃え幅広いビジネスニーズに
対応します。

消去確認
レポートを受信

遠隔データ消去サービス

PCカスタマイズサービス 導入時のさまざまなご要望に対応できる各種メニューをご用意

●PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
●無償提供期間終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、
遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。
データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを低減できます。

RemoteView
中継サーバ

会社の端末
接続先

遠隔地の端末
接続元

詳しくは、 http://jpn.nec.com/bpc/ →［利用支援サービス一覧］ →［RemoteView サービス］ をご覧ください。

型番：PC-MV-CRAA11　希望小売価格：16,800円（税別）

RemoteViewサービス

NECがおすすめする Windows 10 Pro.

＊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：第7世代CPUではWindows 10のみ選択可能。 ＊3：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装
置構成により異なります。 ＊4：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。 ＊5： Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 
7 Professional 64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。 ＊6：VJ18E/X-VおよびVJ16E/X-Uでは選択できません。 ＊7： Windows 7では選択できません。

インテル 第7世代CPUをはじめ、用途に応じて幅広い
モデル選択が可能なスタンダードノートPC

  タイプVX�〈VX-V〉�〈VX-U〉 ■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット＊2

Windows 8.1 Pro Update 64ビット
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

Windows 7 Professional 64ビット SP1適用済み
（Windows 10 Pro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 10 Pro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 15.6型ワイド HD液晶

SSD/HDD

暗号化機能付512GB SSD＊7 暗号化機能付256GB SSD

128GB SSD 128GB SSD + 500GB HDD＊6

暗号化機能付500GB HDD 500GB HDD

合計メモリ 16GB＊3 8GB＊3 4GB＊3

Webカメラ Webカメラ なし

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

バッテリ ［標準搭載］リチウムイオンバッテリ

ACアダプタ ゼロワットACアダプタ 小型軽量ACアダプタ

キーボード テンキー付きキーボード キーボード（タイプA）テンキーなし

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） なし

セキュリティ機能＊4 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016＊5

Office Home & Business 2016

Office Personal 2016

Office Home & Business Premium＊5

Office Personal Premium＊5

なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6
（Jシリーズ用）

［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］
（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVX

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVX

VJ26M/X-V  
インテル® Core™ i5-7300U 
プロセッサー（2.60GHz）

VJ25T/X-V※

インテル® Core™ i5-7200U 
プロセッサー （2.50GHz）

VJ24L/X-V※

インテル® Core™ i3-7100U 
プロセッサー（2.40GHz）

VJ18E/X-V
インテル® Celeron® 
プロセッサー 3865U
 （1.80GHz）

VJ24M/X-U  
インテル® Core™ i5-6300U 
プロセッサー（2.40GHz）

VJ23T/X-U※

インテル® Core™ i5-6200U 
プロセッサー （2.30GHz）

VJ23L/X-U※

インテル® Core™ i3-6100U 
プロセッサー（2.30GHz）

VJ16E/X-U
インテル® Celeron® 
プロセッサー 3855U
 （1.60GHz）
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本 体：第06119005号＊1

写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー選択可能

IPS
方式液晶※

※フルHD選択時のみ

●主な特長

相手が見やすいよう表示
を回転することが可能

フラットモード

フル
HD
選択可能

ゼロワット
ACアダプタ
選択可能

2017年6月発表商品

電源オフ時の待機電力をカットできるゼロワットACアダプタ機能に対応

※インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー、
　インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー、
　インテル® Core™ i5-6200U プロセッサーおよび
　インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは
　官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

 　15.6型ワイド
1,920×1,080ドット フルHD

   1,366×768ドット HD

インテル
第7世代

CPU

〈VX-V〉
★

インテル
第6世代

CPU

〈VX-U〉

★：第7世代CPUではWindows 10のみ選択可能。

製
品
情
報 

詳
細



http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプVL

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット＊2

Windows 8.1 Pro Update 64ビット
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

Windows 7 Professional 64ビット SP1適用済み
（Windows 10 Pro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 10 Pro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 HD液晶

SSD/HDD 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD 500GB HDD

合計メモリ 8GB＊3 4GB＊3

Webカメラ Webカメラ なし

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

バッテリ ［標準搭載］リチウムイオンバッテリ

ACアダプタ ゼロワットACアダプタ 小型軽量ACアダプタ

キーボード テンキー付きキーボード キーボード（タイプA）テンキーなし

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） なし

セキュリティ機能＊4 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション
Office Home & Business 2016 Office Personal 2016

Office Home & Business Premium＊5 Office Personal 
Premium＊5 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）
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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

＊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：第7世代CPUではWindows 10のみ選択可能。 ＊3：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装
置構成により異なります。 ＊4：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。 ＊5： Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 
7 Professional 64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。 ＊7：Windows 7では選択できません。

ゼロワットACアダプタの選択で省電力運用も可能。
SSDも選べるエントリモデル

  タイプVL�〈VL-V〉�〈VL-U〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVL

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット＊2

Windows 8.1 Pro Update 64ビット
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

Windows 7 Professional 64ビット SP1適用済み
（Windows 10 Pro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 10 Pro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 HD液晶

SSD/HDD
暗号化機能付512GB SSD＊7 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD

暗号化機能付500GB HDD 500GB HDD

合計メモリ 16GB＊3 8GB＊3 4GB＊3

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

バッテリ ［標準搭載］リチウムイオンバッテリ

キーボード ［標準搭載］キーボード（タイプA）テンキーなし

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） なし

セキュリティ機能＊4 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション
Office Professional 2016＊5 Office Home & Business 2016 Office Personal 2016

Office Home & Business Premium＊5 Office Personal 
Premium＊5 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）
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/4年間/3年間引取修理専用］
なし

インテル 第7世代CPUも選択可能。
インターフェイス増設で使いやすくなったシンプルPC

  タイプVA�〈VA-V〉�〈VA-U〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVA

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプVA

VJ24L/AA-V※  
インテル® Core™ i3-7100U 
プロセッサー（2.40GHz）

VJ18E/AA-V
インテル® Celeron® 
プロセッサー 3865U（1.80GHz）

VJ23L/AA-U※  
インテル® Core™ i3-6100U 
プロセッサー（2.30GHz）

VJ16E/AA-U
インテル® Celeron® 
プロセッサー 3855U（1.60GHz）

VJ25T/L-V※ 
インテル® Core™ i5-7200U 
プロセッサー（2.50GHz）

VJ24L/L-V※

インテル® Core™ i3-7100U 
プロセッサー（2.40GHz）

VJ23T/L-U※  
インテル® Core™ i5-6200U 
プロセッサー（2.30GHz）

VJ23L/L-U※

インテル® Core™ i3-6100U 
プロセッサー（2.30GHz）
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※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

●主な特長

相手が見やすいよう表示
を回転することが可能

フラットモード

写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

2017年6月発表商品

本 体：第06119005号＊1

2017年6月発表商品

本 体：第06119005号＊1

電源オフ時の待機電力をカットできるゼロワットACアダプタ機能に対応

●主な特長

相手が見やすいよう表示
を回転することが可能

フラットモード
ゼロワット
ACアダプタ
選択可能

※インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー、
　インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは
　官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

  15.6型ワイド
     1,366×768ドット HD

  15.6型ワイド
     1,366×768ドット HD

★：第7世代CPUではWindows 10のみ選択可能。

★：第7世代CPUではWindows 10のみ選択可能。

インテル
第7世代

CPU

〈VL-V〉
★

インテル
第7世代

CPU

〈VA-V〉
★

インテル
第6世代

CPU

〈VL-U〉

インテル
第6世代

CPU

〈VA-U〉

    主な構成オプション

製
品
情
報 

詳
細

製
品
情
報 

詳
細



 スリムボディ
薄型

 22.6mm★

ワイドな
15.6型
液晶搭載

★：突起部、バンプ部除く。

高速LAN
802.11ac

搭載

タイプ
VF〈VF-U〉

薄型筐体でスタイリッシュ
持ち運びがスムーズ

広めのキーピッチと心地よい
打鍵感のあるキーストロークを両立

キーピッチ
18.7mm

キーストローク
1.7mm

NECがおすすめする Windows 10 Pro.

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプVF

＊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。 ＊2：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 ＊3：Windows 7 Professional 
64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。

本 体：第06119005号＊1

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 7 Professional 64ビット SP1適用済み
（Windows 10 Pro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 10 Pro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 HD液晶

SSD/HDD 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD 500GB HDD

合計メモリ 8GB＊2 4GB＊2 2GB

Webカメラ ［標準搭載］Webカメラ

光学ドライブ ［標準搭載］DVDスーパーマルチドライブ

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n） & Bluetooth® なし

バッテリ ［標準搭載］リチウムイオンバッテリ

キーボード ［標準搭載］テンキー付きキーボード

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） なし

変換アダプタ VGA変換アダプタ なし

アプリケーション
Office Home & Business 2016 Office Personal 2016

Office Home & Business Premium＊3 Office Personal Premium＊3 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

22.6mmのスリムボディにベーシック機能を凝縮。タイプミスを
軽減するアイソレーションキーボード搭載バリュー PC

  タイプVF〈VF-U〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVF

VJ23T/FB-U※

インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサー （2.30GHz）

VJ20L/FB-U※

インテル® Core™ i3-6006U
プロセッサー （2GHz）

VJ16E/FB-U
インテル® Celeron® 
プロセッサー 3855U 

（1.60GHz）
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※インテル® Core™ i5-6200U プロセッサーおよび
　インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー搭載モデルは
　官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

●主な特長

4列テンキーを標準搭載VGA変換アダプタ選択で
アナログRGB利用可能

DVDスーパーマルチドライブ
標準搭載

2017年6月発表商品

インテル
第6世代CPU

 15.6型ワイド
 1,366×768ドット HD

薄型ボディに多機能と使いやすさを実現した、
スリム&スタイリッシュなビジネスノート。

新筐体

製
品
情
報 

詳
細



さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続SSDを採用した
モデルをご用意。さらなる業務効率改善に貢献します。

SSD化による更なるメリット

静音性
HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという
音やカチカチッと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、 SSDはUSBメモリと同じよう
に内蔵しているメモリーチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しな
いこともあり、音が静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献
SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多く
なっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く
部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

低消費電力 HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。
モバイル用途でのバッテリの持ちにも効果を発揮します。

SSD（ソリッド･ステート･ドライブ）
利用による高速化のご提案

SSDは内蔵されたメモリーチップにデータの読み書きを行う記憶装置です。
物理的な駆動箇所が無く、一般的にHDDと比べてデータアクセスの高速性や
静音性に優れるほか、データアクセス中の衝撃や振動にも強い特性を持っています。

起動時間比較（VersaPro タイプVDの場合）

暗号化機能付
512GB SSD

500GB HDD

0 20 40 60 80 100

60%

100%

シャットダウンで終了。電源を入れてから、Windows 10の壁紙が表示されるまでの時間を測定。
高速スタートアップ機能有効。

測定条件 測定環境
VersaPro タイプVDによる比較。
CPU：インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（2.60GHz）　
解像度：1,024×768ドット（XGA）

約40%起動時間を短縮！

■ PCIe接続のSSDと、対応するモデル一覧

暗号化機能付 512GB SSD（PCIe）

暗号化機能付 256GB SSD（PCIe）

128GB SSD（PCIe）

タイプVD
〈VD-V〉
〈VD-U〉

○ ○ ○ ○ ○ ○

－ － － ○ ○ ○

－ － － － － ○

タイプVX
〈VX-V〉
〈VX-U〉

タイプVA
〈VA-V〉
〈VA-U〉

タイプME
〈ME-V〉

タイプMB
〈MB-V〉

タイプMC
〈MC-V〉

P.12 P.13 P.14 P.17 P.18 P.20

http://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/ssd/index.html
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NECがおすすめする Windows 10 Pro.

ミラーリング
（RAID 1）
選択可能

データの冗長性を向上

高効率
80 PLUS®

プラチナ電源
採用

AC/DC変換時のロスを
低減し省電力化に貢献

グラフィック性能の機能
を向上

NVIDIA®

GeForce GT730

選択可能

●主な特長

■ 主な構成オプション
インストール

OS Windows 10 Pro 64ビット

液晶
ディスプレイ

23型高精細
ワイド液晶

20型
ワイド液晶 19型液晶 17型液晶 なし

HDD/SSD

2TB（1TB×2） HDD 1TB（500GB×2） HDD ミラーリング（RAID1）＊4

1TB HDD 500GB HDD 128GB SSD + 500GB HDD

暗号化機能付512GB SSD 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 32GB 16GB 8GB 4GB

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

インターフェイス パラレルポート/なし

筐体アクセントカラー ワインレッド ライトグレイ インディゴブルー

グラフィック系ボード
/スピーカ NVIDIA® GeForce GT730 / なし スピーカ/なし

キーボード・
マウス

PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー） PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

キーボードなし & マウスなし

スタンド ［標準添付］スタビライザ

セキュリティ機能＊3 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium

Office Personal Premium なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］
なし

インテル 第7世代CPU搭載、無線LANやミラーリングの
選択など高い拡張性のハイエンドPC

  タイプME�〈ME-V〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプME

＊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：エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 ＊3：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    　　　　　　　　　　 
→ 〔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。 ＊4：2TB（1TB×2）HDDまたは1TB（500GB×2）HDDで選択可能。 ＊5：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は
装置構成により異なります。 ＊6：光学ドライブなしモデルの型名で選択可能。 ＊7：パラレルポート&PCIスロット選択時、PCI Express x16（x4接続）スロットを占有します。 ＊8：Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは
選択できません。

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

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプME

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット
Windows 8.1 Pro Update 64ビット

（Windows 10 Pro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 10 Proライセンスからのダウングレード）
液晶

ディスプレイ
23型高精細
ワイド液晶

20型
ワイド液晶 19型液晶 17型液晶 なし

HDD/SSD

2TB（1TB×2） HDD 1TB（500GB×2） HDD ミラーリング（RAID1）＊4

1TB HDD 500GB HDD 128GB SSD + 500GB HDD

暗号化機能付512GB SSD 暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 32GB＊5 16GB＊5 8GB＊5 4GB＊5

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし＊6

インターフェイス パラレルポート&PCIスロット＊7 パラレルポート PCIスロット なし

筐体アクセントカラー ワインレッド ライトグレイ インディゴブルー
グラフィック系ボード

/スピーカ NVIDIA® Quadro® K420 / なし スピーカ/なし

キーボード・
マウス

PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー） PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

キーボードなし & マウスなし

スタンド ［標準添付］スタビライザ

セキュリティ機能＊3 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016＊8 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium＊8

Office Personal Premium＊8 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］
なし

ミラーリングにも対応可能な
拡張性の高いハイエンドPC

  タイプME�〈ME-U〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプME

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプME

MJ36H/E-V 
インテル® Core™ i7-7700 
プロセッサー（3.60GHz）

MJ34M/E-V 
インテル® Core™ i5-7500 
プロセッサー（3.40GHz）

MJ39L/E-V
インテル® Core™ i3-7100 
プロセッサー（3.90GHz）

MJ29E/E-V
インテル® Celeron® 
プロセッサー G3930

（2.90GHz）

MJ34H/E-U 
インテル® Core™ i7-6700 
プロセッサー（3.40GHz）

MJ32M/E-U 
インテル® Core™ i5-6500 
プロセッサー（3.20GHz）

MJ37L/E-U
インテル® Core™ i3-6100 
プロセッサー（3.70GHz）

MJ28E/E-U
インテル® Celeron® 
プロセッサー G3900

（2.80GHz）
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※MJ39L/E-V、MJ29E/E-Vを除く

本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

高拡張性

インテル
第７世代CPU

※MJ37L/E-U、MJ28E/E-Uを除く

本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

高拡張性

ミラーリング
（RAID 1）
選択可能

データの冗長性を向上

高効率
80 PLUS®

プラチナ電源
採用

AC/DC変換時のロスを
低減し省電力化に貢献

グラフィック性能の機能
を向上

NVIDIA®

Quadro® K420

選択可能

●主な特長

MJ34T/E-U
MJ32U/E-U

型名：
光学ドライブなしモデルもご用意しております。

MJ37V/E-U
MJ28X/E-U

2017年6月発表商品

2017年6月発表商品

インテル
第6世代CPU

    主な構成オプション

新筐体

製
品
情
報 

詳
細

製
品
情
報 

詳
細



高効率
80 PLUS®

ブロンズ電源
採用

AC/DC変換時のロスを
低減し省電力化に貢献

複数画面の利用で作業効率
が向上

マルチディスプレイ
3画面出力
選択可能

●主な特長

■ 主な構成オプション
インストール

OS Windows 10 Pro 64ビット

液晶
ディスプレイ

23型高精細
ワイド液晶

20型
ワイド液晶 19型液晶 17型液晶 なし

HDD/SSD 1TB HDD 500GB HDD 暗号化機能付
512GB SSD

暗号化機能付
256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 16GB 8GB 4GB

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

インターフェイス パラレルポート/なし

筐体アクセントカラー ライトグレイ インディゴブルー

キーボード・
マウス

PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー） PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

キーボードなし & マウスなし

スタンド ［標準添付］スタビライザ

セキュリティ機能＊3 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium

Office Personal Premium なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

インテル 第7世代CPU搭載による高速処理で
業務効率化を支援するスタンダードPC

  タイプMB�〈MB-V〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMB

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプMB

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット
Windows 8.1 Pro Update 64ビット

（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）
Windows 7 Professional 64ビット SP1適用済み

（Windows 10 Pro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 10 Proライセンスからのダウングレード）
液晶

ディスプレイ
23型高精細
ワイド液晶

20型
ワイド液晶 19型液晶 17型液晶 なし

HDD/SSD 1TB HDD 500GB HDD 暗号化機能付
512GB SSD

暗号化機能付
256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 16GB＊4 8GB＊4 4GB＊4

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし＊5

インターフェイス パラレルポート&PCIスロット＊6 パラレルポート PCIスロット なし

筐体アクセントカラー ライトグレイ インディゴブルー

キーボード・
マウス

PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー） PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

キーボードなし & マウスなし

スタンド スタンド スタビライザ

セキュリティ機能＊3 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016＊7 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium＊7

Office Personal Premium＊7 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

充実のBTOメニューで幅広い業務に対応する
スタンダードPC

  タイプMB�〈MB-U〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMB

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプMB

＊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：エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 ＊3：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    　　　　　　　　　　 
→ 〔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。 ＊4：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 ＊5：光学ドライブなしモデルの型名で選
択可能。 ＊6：パラレルポート&PCIスロット選択時、PCI Express x16（x4接続）スロットを占有します。 ＊7：Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 7 Professional 64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。

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

MJ36H/B-V
インテル® Core™ i7-7700 
プロセッサー（3.60GHz）

MJ34M/B-V
インテル® Core™ i5-7500 
プロセッサー（3.40GHz）

MJ39L/B-V
インテル® Core™ i3-7100 
プロセッサー（3.90GHz）

MJ35R/B-V
インテル® Pentium®

プロセッサー G4560
 （3.50GHz）

MJ29E/B-V
インテル® Celeron®  
プロセッサー G3930

（2.90GHz）

MJ34H/B-U
インテル® Core™ i7-6700 
プロセッサー（3.40GHz）

MJ32M/B-U
インテル® Core™ i5-6500 
プロセッサー（3.20GHz）

MJ37L/B-U
インテル® Core™ i3-6100 
プロセッサー（3.70GHz）

MJ33R/B-U
インテル® Pentium®

プロセッサー G4400
 （3.30GHz）

MJ28E/B-U
インテル® Celeron®  
プロセッサー G3900

（2.80GHz）

※写真はスタンド選択時。

スタビライザも
選択可能
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本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

高拡張性

本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

高拡張性

高効率
80 PLUS®

ブロンズ電源
採用

AC/DC変換時のロスを
低減し省電力化に貢献

複数画面の利用で作業効率
が向上

マルチディスプレイ
3画面出力
選択可能

●主な特長

MJ34T/B-U
MJ32U/B-U
MJ37V/B-U

型名：
光学ドライブなしモデルもご用意しております。

MJ33W/B-U
MJ28X/B-U

2017年6月発表商品

2017年6月発表商品

インテル
第6世代CPU

インテル
第７世代CPU

    主な構成オプション

新筐体

製
品
情
報 

詳
細

製
品
情
報 

詳
細



NECがおすすめする Windows 10 Pro.

  タイプML〈ML-U〉 ■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 7 Professional 64ビット SP1適用済み
（Windows 10 Pro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 10 Proライセンスからのダウングレード）

液晶
ディスプレイ

23型高精細
ワイド液晶

20型
ワイド液晶 19型液晶 17型液晶 なし

HDD/SSD 1TB HDD 500GB HDD 暗号化機能付
512GB SSD

暗号化機能付
256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 8GB＊4 4GB＊4 2GB

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ なし＊5

筐体アクセントカラー スペースブラック

キーボード・
マウス

PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

キーボードなし & マウスなし

スタンド ［標準添付］スタンド

セキュリティ機能＊3 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Home & Business 2016

Office Personal 2016

Office Home & Business Premium＊6

Office Personal Premium＊6

なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

Core™ i5、Core™ i3、Pentium、Celeronから
CPUを選べるベーシック&シンプルなバリュー PC

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプML

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプML

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。
■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（ソフトウェア含む）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］対象機種につきましては、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。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ（http://jpn.nec.com/bpc/）をご覧ください。●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/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィック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。●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。●Mate Jシリーズに装備されている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（USB 3.0では900mA）、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。●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/
SSD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。●本商品に搭載の光学ドライブには、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。●光学ドライブ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。●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製品の電源を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。●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://jpn.nec.com/products/bizpc/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、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。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://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.shtml をご参照ください。●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サイト内に公開しております。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。
●本カタログ上の商品はオープン価格です。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。また各種サービスは弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、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。●本商品には、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商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・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。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご
要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。
■商標 ・Microsoft、Windows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。・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロ
ゴ、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、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。・NVIDIA、GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標で
す。・PS/2はIBM社の商標です。・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 Administrator, Inc.の商標または登録商標です。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株
式会社の登録商標です。・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。・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国における
RSUPPORT株式会社の商標です。・IGZOロゴ、およびイグゾーは、シャープ株式会社の登録商標です。・Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。・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。

＊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：エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 ＊3：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    　　　　　　　　　　 
→ 〔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。 ＊4：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 ＊5：光学ドライブなしモデルの型名で選
択可能。 ＊6：Windows 7 Professional 64ビット、Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。

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

MJ27M/L-U 
インテル® Core™ i5-6400 
プロセッサー（2.70GHz）

MJ37L/L-U 
インテル® Core™ i3-6100 
プロセッサー（3.70GHz）

MJ33R/L-U
インテル® Pentium®

プロセッサー G4400
（3.30GHz）

MJ28E/L-U
インテル® Celeron®

プロセッサー G3900
（2.80GHz）
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本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

高拡張性

●主な特長

各種インターフェイスを
装備

USB 6ポート
アナログRGB
PCI Expressスロット

MJ27U/L-U
MJ37V/L-U

型名：
光学ドライブなしモデルもご用意しております。

MJ33W/L-U
MJ28X/L-U

2017年6月発表商品

インテル
第6世代CPU

■液晶ディスプレイに関するご注意　
液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色
合いが異なる場合があります。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、見る角度や
温度変化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。

■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
2.4 4DS/OF

Bluetooth®

2.4 8FH

製
品
情
報 

詳
細



＊：PC本体のみでの値。

■ 主な構成オプション

インストールOS Windows 10 Pro 64ビット

液晶
ディスプレイ

23型高精細
ワイド液晶＊5

20型
ワイド液晶＊5 19型液晶＊5 17型液晶＊5 なし

HDD/SSD 1TB HDD 500GB HDD 暗号化機能付
512GB SSD

暗号化機能付
256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 16GB 8GB 4GB

光学ドライブ
タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続（外付け）＊4

タイプMC専用DVD-ROMドライブ
USB接続（外付け）＊4 なし

アクセントカラー インディゴブルー

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

インターフェイス VGAポート（アナログRGB）/なし シリアルポート/なし

ブラケット ディスプレイマウント・ブラケット なし

キーボード・
マウス

USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

USB 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

キーボードなし & マウスなし

セキュリティ機能＊3 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium

Office Personal Premium なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

約1Lサイズの＊筐体に基本性能を凝縮。
無線LAN対応も可能な小型デスクトップPC

  タイプMC〈MC-V〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMC

＊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：エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 ＊3：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。 ＊4：光学ドライブ選択モデルではディスプレイマウントブラケットが標準装備されます。 ＊5：セレクションのディスプレイではタイプMC本体を背面装着できません。

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプMC

別売のディスプレイ＊1と「ディスプレイ
マウント・ブラケット」を利用すると、タ
イプMC本体もしくは、MC＋セレクショ
ンの光学ドライブ＊2をディスプレイ背面
に取り付けることが可能。書類を広げら
れる机上スペース確保に貢献します。
＊1：セレクションのディスプレイではMC本体を背面装着する
ことはできません。 ＊2：別売の光学ドライブを後から取り付
けることはできません。

タイプMC<MC-V/MC-U>では
ディスプレイ背面への装着も可能

標準搭載のDisplayPort×2に加え、セレクションメニューにて
VGAポート（アナログRGB）の選択が可能。選択時には、最大3
つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチ
ディスプレイ機能を利用できます。
＊マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に
対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。 
※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカまで
お問い合わせください。

マルチディスプレイ＊に対応可能

タイプMC 背負い対応ディスプレイ
24型ワイド LCD-E245WMi / LCD-E245WMi-BK / LCD-E241N / LCD-E241N-BK　
23型ワイド LCD-E233WMi / LCD-E233WMi-BK　
21.5型ワイド LCDLCD-E221N / LCD-E221N-BK
ディスプレイの詳細はこちら 
http://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/index.html

MJ29H/C-V
インテル® Core™ i7-7700T 
プロセッサー（2.90GHz）

MJ27M/C-V
インテル® Core™ i5-7500T 
プロセッサー（2.70GHz）

MJ34L/C-V
インテル® Core™ i3-7100T 
プロセッサー（3.40GHz）

MJ27E/C-V
インテル® Celeron® 
プロセッサー G3930T

（2.70GHz）

光学ドライブ無しの場合、スタンド
（本体用）が添付となります。
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本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

※写真は光学ドライブ付きモデル
　（スタンド（本体＋光学ドライブ用）装着時）。

●主な特長

省スペース スピーカ
搭載

有線配線不要で設置場所
の選択肢が広がる

無線LANを選択可能
狭いスペースにも設置可能

幅34.5ｍｍの小型筐体

2017年6月発表商品

88mm

338mm

371mm

179mm

182.9mm

タイプ
MB-U

タイプ
MC-V

こんなに小さい！ 従来機種とのサイズ比較

mm34.5
11L
サ
イ
ズ

約

1L
サ
イ
ズ

約

インテル
第７世代CPU

    主な構成オプション

新筐体

製
品
情
報 

詳
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＊：PC本体のみでの値。

NECがおすすめする Windows 10 Pro.

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 7 Professional 32ビット SP1適用済み
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

液晶ディスプレイ 21.5型ワイド フルHD IPS方式液晶

HDD/SSD 1TB HDD 500GB HDD 暗号化機能付
512GB SSD

暗号化機能付
256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 16GB＊4 8GB＊4 4GB＊4

Webカメラ Webカメラ なし

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROMドライブ

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

キーボード・
マウス

PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

キーボードなし & マウスなし

セキュリティ機能＊3 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016＊7 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium＊7

Office Personal Premium＊7 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

置きやすさ、見やすさ、使いやすさ
スタイリッシュな机上を演出する液晶一体型PC

  タイプMG（液晶一体型）〈MG-U〉
※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMG

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプMG

■ 主な構成オプション

インストール
OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 7 Professional 32ビット SP1適用済み
（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）

液晶
ディスプレイ

23型高精細
ワイド液晶＊8

20型
ワイド液晶＊8 19型液晶＊8 17型液晶＊8 なし

HDD/SSD 1TB HDD 500GB HDD 暗号化機能付
512GB SSD

暗号化機能付
256GB SSD 128GB SSD

合計メモリ 16GB＊4 8GB＊4 4GB＊4

光学ドライブ
タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続（外付け）＊5

タイプMC専用DVD-ROMドライブ
USB接続（外付け）＊5 なし＊6

アクセントカラー インディゴブルー

通信機能 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® なし

インターフェイス VGAポート（アナログRGB） シリアルポート なし

ブラケット ディスプレイマウント・ブラケット
（光学ドライブなしモデルでのみ選択可能） なし

キーボード・
マウス

USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）

USB 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

キーボードなし & マウスなし

セキュリティ機能＊3 ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション

Office Professional 2016＊7 Office Home & Business 2016

Office Personal 2016 Office Home & Business Premium＊7

Office Personal Premium＊7 なし

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/4年間/3年間翌営業日出張修理］

標準保証拡張G6（Jシリーズ用）
［5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理］

（ディスク返却不要サービス付）

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/4年間/3年間引取修理専用］

なし

約1Lサイズの＊筐体に基本性能を凝縮。
無線LAN対応も可能な小型デスクトップPC

  タイプMC〈MC-U〉 ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
　  http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMC

＊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：エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 ＊3：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。 ＊4：32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 ＊5：光学ドライブ選択モデルでは
ディスプレイマウントブラケットが標準装備されます。 ＊6：光学ドライブなしモデルの型名で選択可能。 ＊7：Windows 7 Professional 32ビットでは選択できません。 ＊8：セレクションのディスプレイではタイプMC本体を背面装着できません。  

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプMC

MJ32M/GH-U
インテル® Core™ i5-6500 
プロセッサー（3.20GHz）

MJ37L/GH-U
インテル® Core™ i3-6100 
プロセッサー（3.70GHz）

MJ28E/GH-U
インテル® Celeron® 
プロセッサー G3900

（2.80GHz）

MJ28H/C-U
インテル® Core™ i7-6700T 
プロセッサー（2.80GHz）

MJ25M/C-U
インテル® Core™ i5-6500T 
プロセッサー（2.50GHz）

MJ32L/C-U
インテル® Core™ i3-6100T 
プロセッサー（3.20GHz）

MJ26E/C-U
インテル® Celeron® 
プロセッサー G3900T

（2.60GHz）

光学ドライブ無しの場合、スタンド
（本体用）が添付となります。
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本 体：第06119003号＊1

IPS
方式液晶

高さの調節、回転が可能
●主な特長

筐体回転（左85°、右85°）

左右回転170°

画面高さ調節110ｍｍ

110mm 無線
LAN
選択可能

スピーカ
搭載

本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

※写真は光学ドライブ付きモデル
　（スタンド（本体＋光学ドライブ用）装着時）。

●主な特長

省スペース スピーカ
搭載

有線配線不要で設置場所
の選択肢が広がる

無線LANを選択可能
狭いスペースにも設置可能

幅34.5ｍｍの小型筐体

97mm

333mm

383mm

179mm

182mm

タイプ
MB

タイプ
MC

こんなに小さい！ 従来機種とのサイズ比較

mm34.5
12L
サ
イ
ズ

約

1L
サ
イ
ズ

約

2017年6月発表商品

2017年6月発表商品

MJ28T/C-U
MJ25U/C-U
MJ32V/C-U
MJ26X/C-U

型名：

光学ドライブなしモデルも
ご用意しております。

インテル
第6世代CPU

インテル
第6世代CPU

21.5型 ワイド1,920 ×1,080ドット
フル HD

製
品
情
報 

詳
細

製
品
情
報 

詳
細



安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。　※修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。　※HDD/SSD修理交換の場合は、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。

＊1：国民の祝日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）除く。

※サービス内容等は予告なく変更させていただく場
合がございます。最新の情報は http://121ware.com/
121cc/ にてご確認ください。　
※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。

＊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。　＊2:修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。

NECビジネスPC修理受付センター 121コンタクトセンター
受付時間  9:00～19:00
　　　　 （年中無休）

受付時間  9:00～18:00（月曜～金曜）＊1

3年間 引取修理 （無償）＊1＊2

ご購入時に構成オプションで
お選びいただけます。

※動産総合保険は、お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ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、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、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。
詳細は保証規約をご参照ください。外付けディスプレイは保証対象外となります。

電話番号は商品添付の「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、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、     http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報]タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

サービス内容 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

標準保証＊4＊4

標準保証

定額料金構成オプション

ご購入時に構成オプションで
お選びいただけます。定額料金構成オプション

無　償

無　償

パーツ保証

パーツ保証

動産総合保険

翌営業日
出張修理

（電話診断付）

法人の
お客様

SOHOの
お客様

故障・修理の
お問い合わせは

詳細については、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/jp/support/display/3y.html をご覧ください。

ディスプレイの
標準保証

本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが
対象となります。

＊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、http://jpn.nec.com/bpc/ →〔保守・保証・サポート情報〕タブ→ 〔保守・保証・動産総合保険〕 をご覧ください。　＊3：Mateのセレクションメニューに
て選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理（電話診断付き）サービスを受けることができます。　＊4：外付けディスプレイは保証対象外となります。　＊5：本サービスのご利用には、
保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。　＊6：標準保証拡張G6、標準保証拡張キットG6では、NECディスプレイソリューションズ製ディスプレイも保証対象となります。保証対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack
対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack3.html をご参照ください。

● 4年間（型番：PC-MV-EX4NJ6）　24,000円（税別）
● 3年間（型番：PC-MV-EX3NJ6）　16,500円（税別）

● 4年間ディスク返却不要サービス付（型番：PC-MV-EX4LG6）　42,400円（税別）
● 3年間ディスク返却不要サービス付（型番：PC-MV-EX3LG6）　31,000円（税別）

別売オプションでもご購入
いただけます。

動産総合保険付標準保証拡張G7
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7

保証年日以降は有償での
  修理および保証となります。

引取修理

引取修理 または 年5 5 4 4 年 または年3 3 パーツ保証 & 引取修理＋
災害や不注意による破損・損傷のサポート

または 年5 5 4 4 年 または年3 3 標準保証拡張G6＊6

パーツ保証 & 引取修理＊4 

パーツ保証 & 引取修理 
＋翌営業日出張修理（電話診断付）＊1＊2＊3

年5 5 引取標準保証拡張G6＊6

標準保証拡張G6＊6

（ディスク返却不要サービス付）

品質向上への取り組みについて

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

全国どこでも送料無料！全国どこでも送料無料！

NEC 得選街 検 索
ご購入はこちらから

1台からでもご相談を！必要構成をご提案！1台からでもご相談を！必要構成をご提案！
サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など豊富に取り揃えております。
さらに得選街でご購入いただくと全国どこでも送料無料でお届けいたします！

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションに
ついての情報を提供しています。

0120-237-122 受付時間：月～金9：00～12：00、13：00～17：00
（土日・祝日および当社指定日を除く）フリーダイヤル

欲しいモデルを今すぐWebで購入！

詳しくは、サイトをご覧ください。 NEC 得選街 検 索
http://club.express.nec.co.jp/store/

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使
用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応
性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画
および設計開発からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本
国内で実施しています。

商品企画 ・ 
設計段階

出荷後
（量産品品質フィードバック）

出荷前 
（最終構成品検査）

部品
レベルでの
受入検査

商品企画 ・ 
設計段階

出荷後
（量産品品質フィードバック）

出荷前 
（最終構成品検査）

部品
レベルでの
受入検査

NECの品質保証

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

360°回転試験の様子

耐久性 ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して
使い続けられる耐久性試験を実施しています。

長期利用を前提とした強度検査

高温湿動作試験の様子

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの
温度ストレスに適応できる製品を目指しています。

過酷な温度環境での動作チェック

面加圧試験の様子

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常
のさまざまな衝撃を想定した試験で堅牢性を
チェックしています。

実際の利用場面を想定した衝撃試験

堅牢性 環境
適応性

「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、 http://jpn.nec.com/bpc/quality/をご覧ください。

＜ディスク返却不要サービスとは＞修理対応時に交換したディスクを返却いただく必要なくお客様がディスクを
保持できる、マイナンバーなどの秘密情報取扱いPC向け保証サービスです。

標準保証拡張キットG6＊3＊5＊6

（ディスク返却不要サービス付）

標準保証拡張キットG6＊3＊5＊6

＊1：無線LAN搭載時に対応。Miracast® はWindows 7およびME-VのNVIDIA® GeForce GT730搭載モデルでは利用できません。また全ての周辺機器との動作を保証するものではありません　＊2：再セットアップ用媒体が必要です　＊3：添付ソフトのDeviceLock Lite を利用する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります　＊4：ピークシフト設定ツールで対応　＊5：VD、VX、VLではゼロワットACアダプタで対応。ME、MB、ML、MC、MGではBIOSメニュー
からEnhanced Power Saving Modeで対応　＊6：Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）にて対応　＊7：microHDMIポートに対応　＊8：NEC Authentication Agentのタッチパネル認証により対応　＊9：NFCポート選択時　＊10：内 蔵指紋センサ選択時　＊11：光学ドライブが必要です　＊12：サブバッテリ選択時は未対応　

できること一覧 

　　　　　　　　

タイプ

VG
〈VG-U〉

タイプ

VB
〈VB-U〉

タイプ

VM
〈VM-U〉

タイプ

VS
〈VS-U〉

タイプ

VD
〈VD-V〉

タイプ

VD
〈VD-U〉

タイプ

VX
〈VX-V〉

タイプ

VX
〈VX-U〉

タイプ

VL
〈VL-V〉

タイプ

VL
〈VL-U〉

タイプ

VA
〈VA-V〉

タイプ

VA
〈VA-U〉

タイプ

VF
〈VF-U〉

タイプ

ME
〈ME-V〉

タイプ

ME
〈ME-U〉

タイプ

MB
〈MB-V〉

タイプ

MB
〈MB-U〉

タイプ

ML
〈ML-U〉

タイプ

MC
〈MC-V〉

タイプ

MC
〈MC-U〉

タイプ

MG
（液晶一体型）
〈MG-U〉

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

インテル社第7世代CPUが採用されているPCを使いたい ー ー ー ー ● ー ● ー ● ー ● ー ー ● ー ● ー ー ● ー ー
HDDより衝撃に強く、高速なSSD/フラッシュメモリを使いたい ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HDMIポートでプロジェクターなどに高精細な映像を出力したい ● ● ● ●＊7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー
2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
コンパクトな筐体で机上のワークスペースを活用したい ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ●
無線LANでネットに接続したい ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ー ー ● ● ●
Miracast®に対応したプロジェクターと、ワイヤレスで接続したい＊1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ー ー ● ● ●
DDR4メモリで高速処理にも対応したい ー ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

NFCポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証を利用したい ー ー ー ー ●＊9 ●＊9 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
指紋による確実な個人認証を利用したい ー ●＊10 ●＊10 ●＊10 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
タッチ順序の推測がされづらいタッチパネル認証を使いたい＊8 ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
使用済みPCの処分時にHDDのデータを消去したい＊2 ● ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御したい＊3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

省
エ
ネ

PCの負荷が少ないときは、省電力な設定に切り替えたい ● ●＊12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
省電力設定を1ボタンで切り替えたい ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー
電力消費のピークタイムに自動でバッテリ駆動に切り替えたい＊4 ● ●＊12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー
PCを利用していないときの待機電力も削減したい＊5 ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ●
席をはずしている間の消費電力を削減したい＊6 ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ●
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安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。　※修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。　※HDD/SSD修理交換の場合は、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。

＊1：国民の祝日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）除く。

※サービス内容等は予告なく変更させていただく場
合がございます。最新の情報は http://121ware.com/
121cc/ にてご確認ください。　
※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。

＊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。　＊2:修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。

NECビジネスPC修理受付センター 121コンタクトセンター
受付時間  9:00～19:00
　　　　 （年中無休）

受付時間  9:00～18:00（月曜～金曜）＊1

3年間 引取修理 （無償）＊1＊2

ご購入時に構成オプションで
お選びいただけます。

※動産総合保険は、お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ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、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、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。
詳細は保証規約をご参照ください。外付けディスプレイは保証対象外となります。

電話番号は商品添付の「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、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、     http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報]タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

サービス内容 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

標準保証＊4＊4

標準保証

定額料金構成オプション

ご購入時に構成オプションで
お選びいただけます。定額料金構成オプション

無　償

無　償

パーツ保証

パーツ保証

動産総合保険

翌営業日
出張修理

（電話診断付）

法人の
お客様

SOHOの
お客様

故障・修理の
お問い合わせは

詳細については、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/jp/support/display/3y.html をご覧ください。

ディスプレイの
標準保証

本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが
対象となります。

＊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、http://jpn.nec.com/bpc/ →〔保守・保証・サポート情報〕タブ→ 〔保守・保証・動産総合保険〕 をご覧ください。　＊3：Mateのセレクションメニューに
て選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理（電話診断付き）サービスを受けることができます。　＊4：外付けディスプレイは保証対象外となります。　＊5：本サービスのご利用には、
保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。　＊6：標準保証拡張G6、標準保証拡張キットG6では、NECディスプレイソリューションズ製ディスプレイも保証対象となります。保証対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack
対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack3.html をご参照ください。

● 4年間（型番：PC-MV-EX4NJ6）　24,000円（税別）
● 3年間（型番：PC-MV-EX3NJ6）　16,500円（税別）

● 4年間ディスク返却不要サービス付（型番：PC-MV-EX4LG6）　42,400円（税別）
● 3年間ディスク返却不要サービス付（型番：PC-MV-EX3LG6）　31,000円（税別）

別売オプションでもご購入
いただけます。

動産総合保険付標準保証拡張G7
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7

保証年日以降は有償での
  修理および保証となります。

引取修理

引取修理 または 年5 5 4 4 年 または年3 3 パーツ保証 & 引取修理＋
災害や不注意による破損・損傷のサポート

または 年5 5 4 4 年 または年3 3 標準保証拡張G6＊6

パーツ保証 & 引取修理＊4 

パーツ保証 & 引取修理 
＋翌営業日出張修理（電話診断付）＊1＊2＊3

年5 5 引取標準保証拡張G6＊6

標準保証拡張G6＊6

（ディスク返却不要サービス付）

品質向上への取り組みについて

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

全国どこでも送料無料！全国どこでも送料無料！

NEC 得選街 検 索
ご購入はこちらから

1台からでもご相談を！必要構成をご提案！1台からでもご相談を！必要構成をご提案！
サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など豊富に取り揃えております。
さらに得選街でご購入いただくと全国どこでも送料無料でお届けいたします！

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションに
ついての情報を提供しています。

0120-237-122 受付時間：月～金9：00～12：00、13：00～17：00
（土日・祝日および当社指定日を除く）フリーダイヤル

欲しいモデルを今すぐWebで購入！

詳しくは、サイトをご覧ください。 NEC 得選街 検 索
http://club.express.nec.co.jp/store/

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使
用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応
性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画
および設計開発からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本
国内で実施しています。

商品企画 ・ 
設計段階

出荷後
（量産品品質フィードバック）

出荷前 
（最終構成品検査）

部品
レベルでの
受入検査

商品企画 ・ 
設計段階

出荷後
（量産品品質フィードバック）

出荷前 
（最終構成品検査）

部品
レベルでの
受入検査

NECの品質保証

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

360°回転試験の様子

耐久性 ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して
使い続けられる耐久性試験を実施しています。

長期利用を前提とした強度検査

高温湿動作試験の様子

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの
温度ストレスに適応できる製品を目指しています。

過酷な温度環境での動作チェック

面加圧試験の様子

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常
のさまざまな衝撃を想定した試験で堅牢性を
チェックしています。

実際の利用場面を想定した衝撃試験

堅牢性 環境
適応性

「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、 http://jpn.nec.com/bpc/quality/をご覧ください。

＜ディスク返却不要サービスとは＞修理対応時に交換したディスクを返却いただく必要なくお客様がディスクを
保持できる、マイナンバーなどの秘密情報取扱いPC向け保証サービスです。

標準保証拡張キットG6＊3＊5＊6

（ディスク返却不要サービス付）

標準保証拡張キットG6＊3＊5＊6

NECがおすすめする Windows 10 Pro.

＊1：無線LAN搭載時に対応。Miracast® はWindows 7およびME-VのNVIDIA® GeForce GT730搭載モデルでは利用できません。また全ての周辺機器との動作を保証するものではありません　＊2：再セットアップ用媒体が必要です　＊3：添付ソフトのDeviceLock Lite を利用する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります　＊4：ピークシフト設定ツールで対応　＊5：VD、VX、VLではゼロワットACアダプタで対応。ME、MB、ML、MC、MGではBIOSメニュー
からEnhanced Power Saving Modeで対応　＊6：Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）にて対応　＊7：microHDMIポートに対応　＊8：NEC Authentication Agentのタッチパネル認証により対応　＊9：NFCポート選択時　＊10：内 蔵指紋センサ選択時　＊11：光学ドライブが必要です　＊12：サブバッテリ選択時は未対応　

できること一覧 

　　　　　　　　

タイプ

VG
〈VG-U〉

タイプ

VB
〈VB-U〉

タイプ

VM
〈VM-U〉

タイプ

VS
〈VS-U〉

タイプ

VD
〈VD-V〉

タイプ

VD
〈VD-U〉

タイプ

VX
〈VX-V〉

タイプ

VX
〈VX-U〉

タイプ

VL
〈VL-V〉

タイプ

VL
〈VL-U〉

タイプ

VA
〈VA-V〉

タイプ

VA
〈VA-U〉

タイプ

VF
〈VF-U〉

タイプ

ME
〈ME-V〉

タイプ

ME
〈ME-U〉

タイプ

MB
〈MB-V〉

タイプ

MB
〈MB-U〉

タイプ

ML
〈ML-U〉

タイプ

MC
〈MC-V〉

タイプ

MC
〈MC-U〉

タイプ

MG
（液晶一体型）
〈MG-U〉

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

インテル社第7世代CPUが採用されているPCを使いたい ー ー ー ー ● ー ● ー ● ー ● ー ー ● ー ● ー ー ● ー ー
HDDより衝撃に強く、高速なSSD/フラッシュメモリを使いたい ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HDMIポートでプロジェクターなどに高精細な映像を出力したい ● ● ● ●＊7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー
2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
コンパクトな筐体で机上のワークスペースを活用したい ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ●
無線LANでネットに接続したい ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ー ー ● ● ●
Miracast®に対応したプロジェクターと、ワイヤレスで接続したい＊1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ー ー ● ● ●
DDR4メモリで高速処理にも対応したい ー ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

NFCポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証を利用したい ー ー ー ー ●＊9 ●＊9 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
指紋による確実な個人認証を利用したい ー ●＊10 ●＊10 ●＊10 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
タッチ順序の推測がされづらいタッチパネル認証を使いたい＊8 ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
使用済みPCの処分時にHDDのデータを消去したい＊2 ● ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ●＊11 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御したい＊3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

省
エ
ネ

PCの負荷が少ないときは、省電力な設定に切り替えたい ● ●＊12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
省電力設定を1ボタンで切り替えたい ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー
電力消費のピークタイムに自動でバッテリ駆動に切り替えたい＊4 ● ●＊12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー
PCを利用していないときの待機電力も削減したい＊5 ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ●
席をはずしている間の消費電力を削減したい＊6 ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ●

●：標準または選択により対応可能　－：未対応
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※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。 0570-000-121（ナビダイアル）または
　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）】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。

Cat.No. APB566　17062PP2017年6月現在

Continuum（コンティニュアム）はPCやタブレット
で表示や操作方法を切り替えられます。

Microsoft® Edge（マイクロソフト エッジ）はWeb
ページ上にメモや蛍光ペンマーカーを書き込めます。

進化したスナップと仮想デスクトップで複数操作を
同時に行うことができます。

デバイスに
合わせて
表示や操作方法
をチェンジ。

より多くの
ことができる
美しくスムーズな
ブラウザー。

スムーズな
操作性が
複数の同時作業
を可能に。

Jカタログ H4 2

NECがおすすめする Windows 10 Pro.


