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ビジネスに適した Windows 10 Pro。



ライン
アップ

タブレット PC モバイルノート PC ビジネスノート PC

タイプVU タイプVS  タイプVB  タイプVG  タイプVH タイプVD タイプVX タイプVL タイプVA タイプVF
タイプVU〈VU-5〉 タイプVS〈VS-5〉 タイプVB〈VB-5〉 タイプVG〈VG-5〉 タイプVH〈VH-5〉 タイプVD〈VD-5〉 タイプVX〈VX-5〉 タイプVL〈VL-5〉 タイプVA〈VA-5〉 タイプVF〈VF-5〉

インストール
OS＊1 Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット

CPU Celeron（4コア）
Core i5（2コア）
Core m3（2コア）
Pentium（2コア）

Core i5（4コア） 
Core i3（2コア） 

Core i7（4コア） 
Core i5（4コア） 

Core i5（2コア）
Core m3（2コア）
Celeron（2コア）

Core i7（4コア） 
Core i5（4コア） 

Core i7（4コア）
Core i5（4コア）
Core i3（2コア）
Celeron（2コア）

Core i5（4コア） 
Core i3（2コア） 

Core i3（2コア） 
Celeron（2コア）

Core i7（2コア）
Core i5（2コア）
Core i3（2コア）
Celeron（2コア）

ディスプレイ

10.1型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,200ドット
（16：10）WUXGA

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）（充電式）

12.5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）（充電式）

13.3型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
13.3型ワイド液晶  
1,366×768ドット（16：9）HD

13.3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 IPS方式液晶
1,920×1,080ドット
（16：9）フル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 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 128GB フラッシュメモリ（eMMC）

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

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

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
500GB HDD + インテル®  

   Optane™ メモリー 16GB

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
500GB HDD + インテル®  

   Optane™ メモリー 16GB＊9

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD

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

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD

合計メモリ 4GB 8GB＊6　 4GB＊8 8GB＊6　 4GB 16GB　 8GB 8GB＊6　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 8GB　 4GB

最大メモリ 4GB［オンボード］ 8GB   
［オンボード］または 4GB

［オンボード］
8GB   

［オンボード］または 4GB
［オンボード］

16GB   
［オンボード］または 8GB   

［オンボード］
8GB   

［オンボード］または 4GB
［オンボード］

16GB
［SO-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］

16GB
［SO-DIMMスロット×2］

光学ドライブ 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（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
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
USB Type-Cドック
 USB Type-Cドックなし

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
イーサネット拡張コネクタ×1

microSDメモリーカードスロット×1
LAN変換アダプタ
 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
USB Type-Cドック
 USB Type-Cドックなし

HDMI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
 VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
SDメモリーカードスロット×1

LAN ギガビットイーサネット×1
VGA変換アダプタ
 VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
アナログRGB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

HDMI出力×1
アナログRGB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

HDMI出力×1
アナログRGB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

HDMI出力×1
アナログRGB出力×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＊2 USB 3.0×1ポート（Type-C）
USB 3.0×1ポート

USB 3.0×1ポート（Type-C）
USB 3.0×2ポート

USB 3.1×1ポート 
（Type-C、Thunderbolt™ 3対応）

USB 3.0×1ポート（Type-C）
USB 3.0×2ポート

USB 3.1×1ポート（Type-C）
USB 3.1×1ポート

USB 3.0×1ポート（Type-C）
USB 3.0×1ポート（Type-C）

USB 3.0×2ポート
USB 3.1×1ポート（Type-C）

USB 3.0×4ポート

USB 3.1×1ポート（Type-C）
USB 3.0×4ポート

（CeleronモデルではUSB 3.0×1ポート
（Type-C）、USB 3.0×2ポート&
USB 2.0×2ポートとなります。）

USB 3.1×1ポート（Type-C）
USB 3.0×4ポート

USB 3.1×1ポート（Type-C）
USB 3.0×4ポート

（CeleronモデルではUSB 3.0×1ポート
（Type-C）、USB 3.0×2ポート&
USB 2.0×2ポートとなります。）

USB 3.0×3ポート

ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ（USB-C）
小型軽量ACアダプタ（USB-C）
 大容量ACアダプタ（USB-C）

小型軽量ACアダプタ（USB-C）
 大容量ACアダプタ（USB-C）

小型軽量ACアダプタ（USB-C）
 大容量ACアダプタ（USB-C） 小型軽量ACアダプタ（USB-C） 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＊3 最大約13.6時間 最大約11時間 後日Webにて掲載

最大約20時間
リチウムイオン（LL）搭載時

最大約11時間 最大約9.3時間 最大約9.8時間 最大約9.3時間 最大約9.8時間 最大約8時間

外形寸法＊4

（W×D×Hmm）
／質量＊5

262×179×10.6
約653g

315.8×205×10.7
約879g

312×217.2×17.8
約1.29kg

307.8×215.7×15.5
約785g

リチウムイオン（L）搭載時

289×196×17
約917g

376×254×24.9
約2.2kg

光学ドライブ搭載時

376×254×24.9
約2.2kg

光学ドライブ搭載時

376×254×24.9
約2.2kg

光学ドライブ搭載時

376×254×24.9
約2.2kg

光学ドライブ搭載時

385.6×258×22.6
約2.4kg

2

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

SOHO・中小企業のビジネススタイルを一歩先へ。
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

＊1：インストールOSは日本語版です。 ＊2：USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。 ＊3：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。 
＊4：突起部除く。 ＊5：最軽量時の質量です。 ＊6：Core i3、Core m3、Pentum、Celeronモデルでは選択できません。 ＊7：接続には拡張クレードルまたはドック機能付きキーボードが必要です。 ＊8：Core i5モデルでは選択できません。 ＊9：Celeron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P8～19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.8 P.9 P.10 P.12 P.14

※キーボードはセレクション※キーボードはセレクション

新筐体 新筐体



●ウイルスバスター クラウドTM が選択可能●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。

本カタログ掲載のMate J、
VersaPro Jでは、ウイルスバ
スター クラウドTMのライセンス 
1年版 / 3年版が選択可能です。https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

シンプル構成で実用的な
  PCをBTOでご提供Jシリーズ 3つの特長 お求めやすいモデルを

  ラインアップ
必要スペックを絞り込んだ

  専用モデルをご用意

ライン
アップ

タブレット PC モバイルノート PC ビジネスノート PC

タイプVU タイプVS  タイプVB  タイプVG  タイプVH タイプVD タイプVX タイプVL タイプVA タイプVF
タイプVU〈VU-5〉 タイプVS〈VS-5〉 タイプVB〈VB-5〉 タイプVG〈VG-5〉 タイプVH〈VH-5〉 タイプVD〈VD-5〉 タイプVX〈VX-5〉 タイプVL〈VL-5〉 タイプVA〈VA-5〉 タイプVF〈VF-5〉

インストール
OS＊1 Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット

CPU Celeron（4コア）
Core i5（2コア）
Core m3（2コア）
Pentium（2コア）

Core i5（4コア） 
Core i3（2コア） 

Core i7（4コア） 
Core i5（4コア） 

Core i5（2コア）
Core m3（2コア）
Celeron（2コア）

Core i7（4コア） 
Core i5（4コア） 

Core i7（4コア）
Core i5（4コア）
Core i3（2コア）
Celeron（2コア）

Core i5（4コア） 
Core i3（2コア） 

Core i3（2コア） 
Celeron（2コア）

Core i7（2コア）
Core i5（2コア）
Core i3（2コア）
Celeron（2コア）

ディスプレイ

10.1型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,200ドット
（16：10）WUXGA

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）（充電式）

12.5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）（充電式）

13.3型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
13.3型ワイド液晶  
1,366×768ドット（16：9）HD

13.3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 IPS方式液晶
1,920×1,080ドット
（16：9）フル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 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 128GB フラッシュメモリ（eMMC）

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

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

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
500GB HDD + インテル®  

   Optane™ メモリー 16GB

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
500GB HDD + インテル®  

   Optane™ メモリー 16GB＊9

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD

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

256GB SSD 暗号化機能付
128GB SSD
500GB HDD

合計メモリ 4GB 8GB＊6　 4GB＊8 8GB＊6　 4GB 16GB　 8GB 8GB＊6　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB 8GB　 4GB

最大メモリ 4GB［オンボード］ 8GB   
［オンボード］または 4GB

［オンボード］
8GB   

［オンボード］または 4GB
［オンボード］

16GB   
［オンボード］または 8GB   

［オンボード］
8GB   

［オンボード］または 4GB
［オンボード］

16GB
［SO-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］

16GB
［SO-DIMMスロット×2］

光学ドライブ 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（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
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
USB Type-Cドック
 USB Type-Cドックなし

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
イーサネット拡張コネクタ×1

microSDメモリーカードスロット×1
LAN変換アダプタ
 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
USB Type-Cドック
 USB Type-Cドックなし

HDMI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
 VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
SDメモリーカードスロット×1

LAN ギガビットイーサネット×1
VGA変換アダプタ
 VGA変換アダプタなし

HDMI出力×1
アナログRGB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

HDMI出力×1
アナログRGB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

HDMI出力×1
アナログRGB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

HDMI出力×1
アナログRGB出力×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＊2 USB 3.0×1ポート（Type-C）
USB 3.0×1ポート

USB 3.0×1ポート（Type-C）
USB 3.0×2ポート

USB 3.1×1ポート 
（Type-C、Thunderbolt™ 3対応）

USB 3.0×1ポート（Type-C）
USB 3.0×2ポート

USB 3.1×1ポート（Type-C）
USB 3.1×1ポート

USB 3.0×1ポート（Type-C）
USB 3.0×1ポート（Type-C）

USB 3.0×2ポート
USB 3.1×1ポート（Type-C）

USB 3.0×4ポート

USB 3.1×1ポート（Type-C）
USB 3.0×4ポート

（CeleronモデルではUSB 3.0×1ポート
（Type-C）、USB 3.0×2ポート&
USB 2.0×2ポートとなります。）

USB 3.1×1ポート（Type-C）
USB 3.0×4ポート

USB 3.1×1ポート（Type-C）
USB 3.0×4ポート

（CeleronモデルではUSB 3.0×1ポート
（Type-C）、USB 3.0×2ポート&
USB 2.0×2ポートとなります。）

USB 3.0×3ポート

ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ（USB-C）
小型軽量ACアダプタ（USB-C）
 大容量ACアダプタ（USB-C）

小型軽量ACアダプタ（USB-C）
 大容量ACアダプタ（USB-C）

小型軽量ACアダプタ（USB-C）
 大容量ACアダプタ（USB-C） 小型軽量ACアダプタ（USB-C） 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＊3 最大約13.6時間 最大約11時間 後日Webにて掲載

最大約20時間
リチウムイオン（LL）搭載時

最大約11時間 最大約9.3時間 最大約9.8時間 最大約9.3時間 最大約9.8時間 最大約8時間

外形寸法＊4

（W×D×Hmm）
／質量＊5

262×179×10.6
約653g

315.8×205×10.7
約879g

312×217.2×17.8
約1.29kg

307.8×215.7×15.5
約785g

リチウムイオン（L）搭載時

289×196×17
約917g

376×254×24.9
約2.2kg

光学ドライブ搭載時

376×254×24.9
約2.2kg

光学ドライブ搭載時

376×254×24.9
約2.2kg

光学ドライブ搭載時

376×254×24.9
約2.2kg

光学ドライブ搭載時

385.6×258×22.6
約2.4kg
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ビジネスに適した Windows 10 Pro。

P.16 P.17 P.18 P.18 P.19

新筐体 新筐体 新筐体

シリーズ
専用
モデルJ

新筐体

シリーズ
専用
モデルJ



ライン
アップ

デスクトップ PC

タイプMC タイプME タイプMB タイプML
タイプMC〈MC-5〉 タイプME〈ME-5〉 タイプMB〈MB-5〉 タイプML〈ML-5〉

インストール
OS＊1 Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット

CPU
Core i7（8コア）
Core i5（6コア）
Core i3（4コア）
Celeron（2コア）

Core i7（8コア）
Core i5（6コア）
Core i3（4コア）
Celeron（2コア）

Core i7（8コア）
Core i5（6コア）
Core i3（4コア）
Pentium（2コア）
Celeron（2コア）

Core i7（8コア）
Core i5（6コア）
Core i3（4コア）
Pentium（2コア）
Celeron（2コア）

ディスプレイ

  24型3辺狭額縁ワイド液晶＊4   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  21.5型3辺狭額縁ワイド液晶＊4 
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  21.5型高精細ワイド液晶 
 1,920×1,080ドット（16：9）フル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

  24型3辺狭額縁ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  21.5型高精細ワイド液晶 
 1,920×1,080ドット（16：9）フル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

  24型3辺狭額縁ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  21.5型高精細ワイド液晶 
 1,920×1,080ドット（16：9）フル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

  24型3辺狭額縁ワイド液晶   
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 
 1,920×1,080ドット（16：9）フルHD
  21.5型高精細ワイド液晶 
 1,920×1,080ドット（16：9）フル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

グラフィック
ボード ― NVIDIA® GeForce GT730＊5

グラフィックボードなし
NVIDIA® GeForce GT730＊5

グラフィックボードなし ―

HDD/SSD

1TB HDD
500GB HDD
1TB HDD＋

　インテル® Optane™ メモリー 16GB＊6

500GB HDD＋
　インテル® Optane™ メモリー 16GB＊6

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
1TB HDD＋

　インテル® Optane™ メモリー 16GB＊6

500GB HDD＋
　インテル® Optane™ メモリー 16GB＊6

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
1TB HDD＋

　インテル® Optane™ メモリー 16GB＊6

500GB HDD＋
　インテル® Optane™ メモリー 16GB＊6

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 16GB　 8GB　 4GB 32GB　 16GB　 8GB　 4GB 32GB　 16GB　 8GB　 4GB 16GB　 8GB　 4GB

最大メモリ 16GB
［SO-DIMMスロット×2］

32GB
［DIMMスロット×4］

32GB
［DIMMスロット×4］

16GB
［DIMMスロット×2］

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）
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
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

インター
フェイス

HDMI出力×1
DisplayPort出力×1＊7

増設アナログRGB出力×1＊11

増設DisplayPort×1＊11

増設HDMIポート×1＊11

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＊7

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＊7

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＊10

LAN ギガビットイーサネット×1

DisplayPort出力×2＊7

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

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 ―

USB＊2
USB 3.1 ×2ポート

USB 3.0 ×1ポート(Type-C)
USB 3.0 ×3ポート

USB 3.1 ×2ポート
USB 3.0 ×1ポート(Type-C)

USB 3.0 ×6ポート

USB 3.1 ×2ポート
USB 3.0 ×1ポート(Type-C)

USB 3.0 ×2ポート
USB 2.0 ×4ポート

USB 3.1 ×2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 内蔵モノラルスピーカ
スピーカなし ― ―

外形寸法＊3 
（W×D×Hmm）
／質量

63×183.8×183.6＊12

ACアダプタ、スタンド含まず
約2.04kg＊12

89×291×340
スタビライザ含まず

約5.3kg

89×291×340
スタビライザ含まず

約5.3kg

89×291×340
スタンド含まず

約5.3kg

4

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

P.21 P.22

＊1：インストールOSは日本語版です。 ＊2：USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。 ＊3：突起部除く。 ＊4：タイプMC背面装着対応。 ＊5：NVIDIA® GeForce GT730ではDisplayPort出力×2となります。 ＊6：Pentium、
Celeronモデルでは選択できません。 ＊7：セレクションの変換アダプタによりDVI-DまたはHDMIに変換可能（MC-5はDVI-Dのみ）。 ＊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。 ＊11:増設
アナログRGB、増設DisplayPort、増設HDMIは排他選択となります。 ＊12：光学ドライブ有りの場合。光学ドライブ無しの場合は、34.5×182.9×179mm、約1.28kg。
※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P20～22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.20 P.21

シリーズ
専用
モデルJ



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 https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/

「SSD」での３つのメリット

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を採用したモデルも用意しています。
■ 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）

●

●

●

P.22

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 低消費電力

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。

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。

起動時間比較（VersaPro タイプVDの場合）

0 20 40 60 80 100

41%

38%

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は無効。測定条件 測定環境

VersaPro タイプVD〈VD-5〉による比較。
OS：Windows 10 Pro　CPU：インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー（1.6GHz）　
解像度：1,366×768ドット（HD）　メモリ：4GB

PC高速化の提案

タイプMC
〈MC-5〉

●

●

●

P.21

タイプML
〈ML-5〉

●

●

●

P.21

タイプMB
〈MB-5〉

●

●

●

●

－

－

●

－

－

●

－

－

●

●

－

●

●

●

P.20P.18

タイプME
〈ME-5〉

タイプVA
〈VA-5〉

P.17

タイプVX
〈VX-5〉

P.16

タイプVD
〈VD-5〉

●

－

－

P.14

タイプVH
〈VH-5〉

P.12P.10

タイプVG
〈VG-5〉

タイプVB
〈VB-5〉

●

－

－

P.9

タイプVS
〈VS-5〉

128GB SSD

500GB HDD +
インテル® Optane™ メモリー 16GB＊

500GB HDD

33%暗号化機能付き512GB SSD（PCIe）

https://jpn.nec.com/bpc/promotion/ssd/

HDD、SSDに加えて、VersaPro タイプVD、タイプVXならびにMate タイプMC、タイプME、タイプMBではHDDとインテル® 
Optane™ メモリー16GBの組合せ選択が可能＊です。インテル® Optane™ メモリーは、SATA接続のHDDなどを利用したまま
PCの応答速度を向上。これにより、SSD並みのアクセス速度と、大容量データ保存の２つを両立。性能と価格のバランスをより
向上することができます。ビジネスPCの新たな環境をご提案します。
＊：Pentium、Celeronモデルでは選択できません。

「HDD＋インテル® Optane™ メモリー」では高速化と大容量データ保存を両立

性能と価格の
バランス

約59%起動時間を短縮！
約62%起動時間を短縮！
約67%起動時間を短縮！

5

ビジネスに適した Windows 10 Pro。



モバイル利用/テレワークを支えるサービス・アプリケ  ーションで働き方改革をサポートします。

●実使用を考慮した各種の工夫・試験により、日々の業務をサポートします。
VersaPro

＊：HDD/SSD等の無破損・無故障を保証するものではありません。

タイプ
VS

タイプ
VU

タイプ
VH

タイプ
VB

タイプ
VG

【対応機種】

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

机の高さからの耐落下AF（指紋付着防止）
コーティング

【対応機種】
タイプ

VS
タイプ
VU

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

＊：無破損・無故障を保証するものではありません。

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

「耐150kgfクラス」頑強設計

http://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html をご覧ください。  詳しくは、

顔認証によるPCのログオン機能および不正アクセス
試行のログも取れる常時監視機能を提供、PC起動時
からログオフまでPCの大切な情報を守ります。
本カタログ掲載のMate J、VersaPro Jとセットで
選択可能です。

パソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、
社内ミーティングはもちろん、社外のお客様とも
簡単に接続可能なWeb会議システムです。
ご利用人数に応じたライセンス課金のため、小規模
から手軽に導入いただけます。

クラウド型Web会議サービス Zoom

働き方見える化サービス

NeoFace Monitor

盗難・紛失したパソコンのデータを
遠隔消去したり、位置確認ができる
サービスです。

遠隔データ消去サービス

1ヶ月の
お試し

利用可能

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
できるサービスです。

自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は… リモートアクセスサービス

テレワークとは?

1ヶ月の
お試し

利用可能

「RemoteView1年版パッケージ」（1ライセンス）

●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。
型番：TP1-A0SD15001　希望小売価格：12,000円（税別）

「遠隔データ消去サービス（１年版）」（1ライセンス）

●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。
型番：TP1-A0SD31001　希望小売価格：6,400円（税別）

パソコンなど ITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいいます。
お客様環境でテレワークを活用するための各種サービス・アプリケーションをご用意しました。

万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

テレワーク/社外環境での情報共有が簡単にできるようになりたい

オフィス

持ち出しデバイス
（ノートPC、スマホ等） 会社PC

自宅/外出先

会社PCをリモート操作
画面転送のみで業務データは社外に持ち出しません

SSL SSL

RemoteView
（クラウドサービス）

自宅/外出先オフィス

【管理者】

移動
ノートPCでテレワーク

リモートで
情報漏えいを防止

＊1＊2

オフラインでも
情報漏えいを防止

＊3

①PC位置特定
②リモートロック
③遠隔データ消去

①不可視化
②自動ロック
③自動データ消去遠隔データ消去

サービス

【利用者】VersaPro
（ノートPC）

盗難・紛失！

【常時監視機能で他者の不正使用を防止】【カメラに顔をむける動作でログオン】

離席時
自動的にロック

本人
OK

＊1：PCがインターネットに接続している必要があります。
＊2：本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100％保証するものではありません。
＊3：タイマー設定で自動実行します。

※ご利用にはインターネットへの接続が必要です。
　（LTE回線、光回線など）

https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html をご覧ください。  詳しくは、

https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html  をご覧ください。  詳しくは、

https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html をご覧ください。  詳しくは、

https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/ をご覧ください。  詳しくは、

※各サービスの対応状況は、Webページをご覧ください。

タイプ
VG

タイプ
VB

タイプ
VH

【対応機種】
タイプ

VS
タイプ
VU

https://jpn.nec.com/bpc/performance/convenient.html をご覧ください。  詳しくは、

＊：事前にNEC Cloud IaaSの契約を締結していただく必要があります。

なかなか訪問できない遠方のお客様とも
現場の映像を見ながら会話が可能

日時、
ミーティングID等を

通知

メールや電話で事前にお客様を招待

会議開催者
（ライセンス保持）

お客様
（ライセンスなし）

150kgf

Webミーティングおすすめモデル

個人・組織ごとの働き方を見える化。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、
制度だけでは解決しない課題を解決し、働き方改革の活動を支援するクラウドサービスです。
これまでのAdvanced版、Standard版に続き、新しくTelework版も追加されました。

ブラウザで申請。PCで勤怠状況を見える化 アプリケーションやファイルの利用状況から
個人の働き方を見える化。
会議や外出、残業など何にどれだけの時間が使われているかを直
感的に把握。アプリケーションやファイル名ごとに業務に掛けた時
間を把握できるので業務の棚卸や時間配分の見直しに有効です。
※Telework版ではサポートしていません。

PC操作状況など、客観的なデータで
勤務状況を見える化。
利用者の勤務開始／終了の登録の他、Skype for Business＊１のプ
レゼンス（在席情報）、PCの操作状況、顔認証による本人在席情報
など客観的なデータを自動的に記録し勤務実績として表示します。

利用者登録/
ポリシー登録

人事部やシステム部門

社内勤務

社内で利用

申請の承認/実績確定

承認者

業務内容
申請

管
理
者

利
用
者

勤怠システム

・テレワークや残業の申請
・業務報告や実績の登録
・自身の勤務実績や報告の確認

・ユーザ情報の登録
・テレワークや残業の承認
・部下の勤務実績や報告の閲覧

・ユーザ情報の登録
・報告や抑止ポリシーの設定
・勤務実績やPC操作ログの出力
・勤怠システムへのデータ出力

・働き方見える化サービスから
  勤務実績を取得

働

働

在宅勤務

在宅で利用

インターネット

NEC Cloud IaaS

働き方見える化
サービス

客先直行

外出先から利用

在宅勤務
業務内容
の申請

外出時
訪問先
商談内容
申請

働

働 働き方見える化サービス
クライアントソフトウェア

＊1：「働き方見える化サービス」には含まれていません。別途ご購入の上、インストール
      が必要です。

利用内容に合わせて３つのサービスをご用意しています。

＊

Telework

Standard

Advanced

250円（税別）/ID、月

500円（税別）/ID、月

980円（税別）/ID、月

テレワークにおすすめ！ NECのタブレット&モバイル

タイプ
VS
P.9

〈VS-5〉 〈VH-5〉

タイプ
VH
P.14

タイプ
VU
P.8

〈VU-5〉

タイプ
VB
P.10

〈VB-5〉

タイプ
VG
P.12

〈VG-5〉
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モバイル利用/テレワークを支えるサービス・アプリケ  ーションで働き方改革をサポートします。

●実使用を考慮した各種の工夫・試験により、日々の業務をサポートします。
VersaPro

＊：HDD/SSD等の無破損・無故障を保証するものではありません。

タイプ
VS

タイプ
VU

タイプ
VH

タイプ
VB

タイプ
VG

【対応機種】

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

机の高さからの耐落下AF（指紋付着防止）
コーティング

【対応機種】
タイプ

VS
タイプ
VU

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

＊：無破損・無故障を保証するものではありません。

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

「耐150kgfクラス」頑強設計

http://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html をご覧ください。  詳しくは、

顔認証によるPCのログオン機能および不正アクセス
試行のログも取れる常時監視機能を提供、PC起動時
からログオフまでPCの大切な情報を守ります。
本カタログ掲載のMate J、VersaPro Jとセットで
選択可能です。

パソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、
社内ミーティングはもちろん、社外のお客様とも
簡単に接続可能なWeb会議システムです。
ご利用人数に応じたライセンス課金のため、小規模
から手軽に導入いただけます。

クラウド型Web会議サービス Zoom

働き方見える化サービス

NeoFace Monitor

盗難・紛失したパソコンのデータを
遠隔消去したり、位置確認ができる
サービスです。

遠隔データ消去サービス

1ヶ月の
お試し

利用可能

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
できるサービスです。

自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は… リモートアクセスサービス

テレワークとは?

1ヶ月の
お試し

利用可能

「RemoteView1年版パッケージ」（1ライセンス）

●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。
型番：TP1-A0SD15001　希望小売価格：12,000円（税別）

「遠隔データ消去サービス（１年版）」（1ライセンス）

●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。
型番：TP1-A0SD31001　希望小売価格：6,400円（税別）

パソコンなど ITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいいます。
お客様環境でテレワークを活用するための各種サービス・アプリケーションをご用意しました。

万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

テレワーク/社外環境での情報共有が簡単にできるようになりたい

オフィス

持ち出しデバイス
（ノートPC、スマホ等） 会社PC

自宅/外出先

会社PCをリモート操作
画面転送のみで業務データは社外に持ち出しません

SSL SSL

RemoteView
（クラウドサービス）

自宅/外出先オフィス

【管理者】

移動
ノートPCでテレワーク

リモートで
情報漏えいを防止

＊1＊2

オフラインでも
情報漏えいを防止

＊3

①PC位置特定
②リモートロック
③遠隔データ消去

①不可視化
②自動ロック
③自動データ消去遠隔データ消去

サービス

【利用者】VersaPro
（ノートPC）

盗難・紛失！

【常時監視機能で他者の不正使用を防止】【カメラに顔をむける動作でログオン】

離席時
自動的にロック

本人
OK

＊1：PCがインターネットに接続している必要があります。
＊2：本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100％保証するものではありません。
＊3：タイマー設定で自動実行します。

※ご利用にはインターネットへの接続が必要です。
　（LTE回線、光回線など）

https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html をご覧ください。  詳しくは、

https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html  をご覧ください。  詳しくは、

https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html をご覧ください。  詳しくは、

https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/ をご覧ください。  詳しくは、

※各サービスの対応状況は、Webページをご覧ください。

タイプ
VG

タイプ
VB

タイプ
VH

【対応機種】
タイプ

VS
タイプ
VU

https://jpn.nec.com/bpc/performance/convenient.html をご覧ください。  詳しくは、

＊：事前にNEC Cloud IaaSの契約を締結していただく必要があります。

なかなか訪問できない遠方のお客様とも
現場の映像を見ながら会話が可能

日時、
ミーティングID等を

通知

メールや電話で事前にお客様を招待

会議開催者
（ライセンス保持）

お客様
（ライセンスなし）

150kgf

Webミーティングおすすめモデル

個人・組織ごとの働き方を見える化。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、
制度だけでは解決しない課題を解決し、働き方改革の活動を支援するクラウドサービスです。
これまでのAdvanced版、Standard版に続き、新しくTelework版も追加されました。

ブラウザで申請。PCで勤怠状況を見える化 アプリケーションやファイルの利用状況から
個人の働き方を見える化。
会議や外出、残業など何にどれだけの時間が使われているかを直
感的に把握。アプリケーションやファイル名ごとに業務に掛けた時
間を把握できるので業務の棚卸や時間配分の見直しに有効です。
※Telework版ではサポートしていません。

PC操作状況など、客観的なデータで
勤務状況を見える化。
利用者の勤務開始／終了の登録の他、Skype for Business＊１のプ
レゼンス（在席情報）、PCの操作状況、顔認証による本人在席情報
など客観的なデータを自動的に記録し勤務実績として表示します。

利用者登録/
ポリシー登録

人事部やシステム部門

社内勤務

社内で利用

申請の承認/実績確定

承認者

業務内容
申請

管
理
者

利
用
者

勤怠システム

・テレワークや残業の申請
・業務報告や実績の登録
・自身の勤務実績や報告の確認

・ユーザ情報の登録
・テレワークや残業の承認
・部下の勤務実績や報告の閲覧

・ユーザ情報の登録
・報告や抑止ポリシーの設定
・勤務実績やPC操作ログの出力
・勤怠システムへのデータ出力

・働き方見える化サービスから
  勤務実績を取得

働

働

在宅勤務

在宅で利用

インターネット

NEC Cloud IaaS

働き方見える化
サービス

客先直行

外出先から利用

在宅勤務
業務内容
の申請

外出時
訪問先
商談内容
申請

働

働 働き方見える化サービス
クライアントソフトウェア

＊1：「働き方見える化サービス」には含まれていません。別途ご購入の上、インストール
      が必要です。

利用内容に合わせて３つのサービスをご用意しています。

＊

Telework

Standard

Advanced

250円（税別）/ID、月

500円（税別）/ID、月

980円（税別）/ID、月

テレワークにおすすめ！ NECのタブレット&モバイル

タイプ
VS
P.9

〈VS-5〉 〈VH-5〉

タイプ
VH
P.14

タイプ
VU
P.8

〈VU-5〉

タイプ
VB
P.10

〈VB-5〉

タイプ
VG
P.12

〈VG-5〉
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〈VU-5〉

タイプ

VU

本体とマグネット接続されるキーボードは、閉じた状態から135度までの角度調節が
可能。さらに最大に開くことで背部が押しあがりキーボードが打ちやすい角度に傾斜。
さらにキーボードにはUSB 2.0ポート×2も装備しており、マウスなどを接続できます。

ポート拡張を行えるUSB Type-Cドックデタッチャブルキーボードで
ノートのように 本体のUSB Type-Cポートに接続することにより接続ポートを拡張。

様々なシーンでの利便性を向上します。
（DisplayPort×2、アナログRGB×1、USB 3.0ポート×3、USB 2.0ポート×2、
USB Type-C×1(データ転送専用)、ギガビット・イーサネット×1、ヘッドフォン・マイ
クジャック×1）

※1: 最軽量時の質量です。 ※2: JEITAバッテリ動作時間測定法
に基づいて測定しためやす時間です。

SIMフリー
LTE

選択可能

約13.6時間※2

バッテリ
駆動

薄さ
10.6mm
軽量

約653g
※1

LTEも選択可能。持ち運びに便利な
軽量10.1型タブレットPC

 タイプVU 〈VU-5〉
■ 主な構成オプション

インストール
OS Windows 10 Pro 64ビット

ディスプレイ 10.1型ワイド（1,920×1,200ドット） IPS方式 WUXGA液晶 タッチパネル（静電容量方式）

フラッシュメモリ 128GB フラッシュメモリ

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® 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® & 
ワイヤレスWAN（LTE）＊3＊4

バッテリ リチウムイオンバッテリ（内蔵固定）

ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ（USB-C）

キーボード/
ドック

デタッチャブルキーボード＆
USB Type-Cドック USB Type-Cドック デタッチャブル

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 なし

セキュリティ機能＊2 ［標準搭載］内蔵指紋センサ＊5

アプリケーション1 NeoFace Monitor＊6

（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Home & Business 2019＊7 Officeなし＋

ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VU<VU-5>

https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VU<VU-5>

＊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 https://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：LTEの対応周波数については、 https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte をご覧ください。 ＊4：LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 ＊5：SecureFinger（別
売）およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ＊6：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれてい
ます。ログオン認証で内蔵指紋センサとの同時利用はできません。インストールには別途光学ドライブが必要です。 ＊7：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

VJE11/U1-5  
インテル® Celeron® 
プロセッサー Ｎ4100

（1.10GHz）

デジタイザーペン
（充電式）標準添付

IPS
方式液晶

タッチ
パネル

●主な特長

Windows 
Helloに
対応。
内蔵指紋
センサ
標準搭載

充電式デジタ
イザーペンを
本体収納。
収納時充電、
約15秒で約90分
使用可能 ペンを本体に収納・充電

本 体：第06119005号＊1

2019年7月発表商品

最大
135度

SIMフリー
LTE＊3＊4を
選択可能

薄さ・軽さ・拡張性。
3点を同時追求した10.1型タブレットPC

製
品
情
報 

詳
細
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※1: 最軽量時の質量です。 ※2: JEITAバッテリ動作時間測定法
に基づいて測定しためやす時間です。

12.5型 IPS方式液晶採用、LTE選択可能。
防滴対応により、利用範囲の広がる
タブレットPC

SIMフリー
LTEや

内蔵指紋センサが
選択可能

〈VS-5〉

タイプ

VS

軽量
約879g

※1 約11時間※2

バッテリ
駆動

本体は最大165度まで
角度調整が可能

9

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

インテル
第7世代CPU

本 体：第06119005号＊1

2019年7月発表商品

IPS
方式液晶

タッチ
パネル

※インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサーおよび
　インテル® Core™ m3-7Y30 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

タフボディ面耐圧
150kgf

クラス
満員電車の圧迫
を想定した面加圧
試験をクリア＊1

防塵防滴
規格

 （IP42準拠）
＊1：無破損・無故障を保証するものではありません。

カバーにもなる薄型キーボードの併用で
様々な利用シーンに対応、大画面12.5型タブレットPC

https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VS<VS-5>

 タイプVS 〈VS-5〉

＊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 https://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：Core m3、Pentiumモデルでは選択できません。 ＊4：LTEの対応周波数については、 https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte をご覧ください。 ＊5：LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続
を保証するものではありません。 ＊6：拡張クレードルが必要です。 ＊7：SecureFinger（別売）およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ＊8：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/
nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサとの同時利用はできません。 ＊9：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。
＊10：Core i5モデル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

ディスプレイ 12.5型ワイド（1,920×1,080ドット） IPS方式 フルHD液晶 タッチパネル（静電容量方式）

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］＊3 4GB［オンボード固定］＊10

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 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® & 
ワイヤレスWAN（LTE）＊4＊5

バッテリ リチウムイオンバッテリ（内蔵固定）

ACアダプタ 大容量ACアダプタ（USB-C） 小型軽量ACアダプタ（USB-C）

キーボード/
クレードル

カバーキーボード＆拡張クレードル カバーキーボード

拡張クレードル 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＊6 USB-LAN変換アダプタ

VGA変換アダプタ＊6 なし

セキュリティ機能＊2 内蔵指紋センサ＊7 なし

アプリケーション1 NeoFace Monitor＊8（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Home & Business 2019＊9 Officeなし＋ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VS<VS-5>

VJT12/SG-5※  
インテル® Core™ i5-7Y54 
プロセッサー（1.20GHz）

VJA10/SG-5※

インテル® Core™ m3-7Y30 
プロセッサー（1GHz）

VJR16/SG-5
インテル® Pentium®

プロセッサー 4415Y
（1.60GHz）

デジタイザーペン
（充電式）標準添付

製
品
情
報 

詳
細

インテル
第7世代CPU



〈VB-5〉

タイプ

VB

  タイプVB 〈VB-5〉

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプ VB<VB-5>

■ 主な構成オプション
インストール

OS Windows 10 Pro 64ビット

ディスプレイ 13.3型ワイド（1,920×1,080ドット）
フルHD IPS方式液晶 13.3型ワイド（1,366×768ドット）HD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 8GB［オンボード固定］＊11 4GB［オンボード固定］＊3

Webカメラ Webカメラ（IR対応）＊4 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®

無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® & ワイヤレスWAN（LTE）＊5＊6

バッテリ リチウムイオンバッテリ

ACアダプタ 大容量ACアダプタ（USB-C） 小型軽量ACアダプタ（USB-C）

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

ドック/
変換アダプタ USB Type-Cドック LAN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＊7/なし プライバシーフィルター＊8/なし ［標準搭載］セキュリティチップ

アプリケーション1 NeoFace Monitor＊9（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Home & Business 2019＊10 Office Personal 2019

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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

LTEも選択可能な
コストパフォーマンスモデル

＊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 https://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：VJM16/B-5では選択できません。 ＊4：フルHD液晶ディスプレイでは選択できません。 ＊5：LTEの対応周波数については、 https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte をご覧ください。 ＊6：LTEを利用するには別途申込・契約が必要と
なります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 ＊7：SecureFinger（別売）およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ＊8：取り付けはお客様が行う必要があります。 ＊9：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきまし
ては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ＊10：追加でウイルスバ
スター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。 ＊11：VJL21/B-5では選択できません。 

※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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VB<VB-5>

VJM16/B-5  
インテル® Core™ i5-8365U 
プロセッサー（1.60GHz）

VJT16/B-5※

インテル® Core™ i5-8265U 
プロセッサー（1.60GHz）

VJL21/B-5※

インテル® Core™ i3-8145U 
プロセッサー（2.10GHz）

●主な特長

＊1：無破損、無故障を保証するものではありません。 
＊2：大容量ACアダプタ（USB-C）の利用が必要

本 体：第06119005号＊1

2019年7月発表商品

※インテル® Core™ i5-8265U プロセッサーおよび
　インテル® Core™ i3-8145U 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。

※VJT16/B-5、VJL21/B-5を除く。

IPS
方式液晶※

※フルHD選択時のみ

製
品
情
報 

詳
細

モビリティはそのままに、
見やすい大画面へスタイリッシュに生まれ変わ  った13.3型モバイルノートPC

タフボディ面耐圧
150kgfクラス
満員電車の圧迫を想定した
面加圧試験をクリア＊1

急速充電
1時間で約80%の
バッテリ充電が
可能＊2

様々な周辺機器と容易に接続できるUSB    Type-Cドック
業務効率の向上は、充実した業務環境から。USB Type-Cドッ
クでシーンに適した環境を［ケーブル１本］で簡単切り替え。

簡単
切り替え

ポート拡張用ドック
USB Type-Cドック接続時はPC本体への給電も行います

スマートな着脱で
1日の業務効率をアップ!

本体と
ケーブル1本で
簡単接続

液晶ディスプレイ
USBキーボード USBマウス

有線LAN
デスクワーク モバイルワーク
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ビジネスに適した Windows 10 Pro。
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※出荷開始は9月上旬予定です。

新筐体



●Webカメラを利用したNECの顔認証
PCセキュリティソフトウェア
 「NeoFace Monitor」。

●Webカメラ（IR対応）の選択による顔
認証、Windows Hello。

●内蔵指紋センサの選択による指紋認証。
●プライバシーフィルターの選択での画

面の覗き見防止。

●ディスプレイ出力にも対応するThunderbolt™ 3（USB 
Type-C）ポート×1、およびUSB 3.0のUSB Type-C
ポート×1。さらにHDMIやmicroSDメモリーカードス
ロット、LAN変換アダプタ＊1を利用した有線LANの利用
など、いろいろなシーンで活用できます。

3顔認証をはじめとする
選べる4つの
セキュリティ 4

さまざまな
モバイル環境へも
柔軟に対応

各種インターフェイスを
搭載2筐体サイズを抑えながら

画面サイズを
13.3型に拡大

USB 3.0ポート
（Type-C）＊2 USB 3.0ポート

USB 3.1ポート（Type-C、Thunderbolt™ 3）＊1＊2

HDMIポート

イーサネット拡張コネクタ＊1

ヘッドフォン/
ヘッドフォンマイクジャック

microSDメモリーカードスロット/Nano SIMカードスロット

プライバシーフィルターWebカメラまたはWebカメラ（IR対応）

背面

左側面

右側面

＊1：Thunderbolt™ 3対応ポートとLAN変換アダプタは
　　排他利用となります。 
＊2：どちらか片方にACアダプタ接続を兼用。 内蔵指紋センサ

●画面サイズを前機種の12.5型から13.3
型にアップ！さらに見やすくなりました。

●左右のベゼルを狭額縁化することで筐体
サイズの拡大化を極力抑えました。

盗難防止用ロック

USB 3.0ポート（パワーオフUSB充電機能対応）

307.7（W）×209.8（D）×17.8（H）mm

312（W）×217.2（D）×17.8（H）mm

〈VB-5〉
（2019年
7月モデル）

13.3型

〈VB-4〉
（2019年
1月モデル）

12.5型

       バッテリの
急速充電※1

SIMフリー
LTE

選択可能
約1.29kg

※2

の軽量ボディ

モビリティはそのままに、
見やすい大画面へスタイリッシュに生まれ変わ  った13.3型モバイルノートPC

1モビリティをアップする
USB Type-Cドック
選択可能

様々な周辺機器と容易に接続できるUSB    Type-Cドック
業務効率の向上は、充実した業務環境から。USB Type-Cドッ
クでシーンに適した環境を［ケーブル１本］で簡単切り替え。

簡単
切り替え

ポート拡張用ドック
USB Type-Cドック接続時はPC本体への給電も行います

スマートな着脱で
1日の業務効率をアップ!

本体と
ケーブル1本で
簡単接続

液晶ディスプレイ
USBキーボード USBマウス

有線LAN
デスクワーク モバイルワーク

※1: 大容量ACアダプタ（USB-C）にて対応 
※2：最軽量時の値

11

ビジネスに適した Windows 10 Pro。



充実した機動力、軽量&堅牢ボディで
軽快に持ち運べる13.3型モバイルノートPC

 タイプVG 〈VG-5〉
■ 主な構成オプション

インストール
OS Windows 10 Pro 64ビット

ディスプレイ 13.3型ワイド （1,920×1,080ドット）フルHD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 16GB［オンボード固定］ 8GB［オンボード固定］

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 ［標準搭載］無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® 無線LAN（IEEE802.11ac） & Bluetooth® & ワイヤレスWAN（LTE）＊3＊4

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（LL）（内蔵固定）

ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ（USB-C） 大容量ACアダプタ（USB-C）

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

セキュリティ機能＊2 ［標準搭載］内蔵指紋センサ＊5 プライバシーフィルター＊6/なし

アプリケーション1 NeoFace Monitor＊7（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Home & Business 2019＊8 Officeなし＋

ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VG<VG-5>

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプ VG<VG-5>

＊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 https://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：LTE
の対応周波数については、 https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte をご覧ください。 ＊4：LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 ＊5：SecureFinger（別売）および
NeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ＊6：取り付けはお客様が行う必要があります。 ＊7：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間の
PPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ＊8：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

13.3型でも
薄型コンパクト
307.8×
215.7×
15.5mm

タフボディ面耐圧
150kgf

クラス
満員電車の圧迫を
想定した面加圧試
験をクリア＊

天面へ軽量・
剛性を備えた
カーボン
素材を採用。

軽量＆コンパクト、しかも堅牢ボディ
●主な特長

＊：無破損、無故障を保証するものではありません。

2019年7月発表商品

本 体：第06119005号＊1

IPS
方式液晶

※1：官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2：通常商品より納期がかかる場合があります。詳細につき
      ましては、弊社営業までご相談ください。

製
品
情
報 

詳
細

VJV18/G-5※1※2

インテル® Core™ i7-8565U 
プロセッサー（1.80GHz）

VJT16/G-5※1

インテル® Core™ i5-8265U 
プロセッサー（1.60GHz）

〈VG-5〉

タイプ

VG 機動性や操作性に加え、サウンド機能も追求した  フラグシップモバイルノートPC

全体から凹凸をなるべく無くし、取り
回しやすさを進化させるシンプル＆
フラットデザイン。
さらに天板へのカーボンの採用で、
軽量化と剛性も両立させた
スタイリッシュな
堅牢ボディ。

1機動力で差をつけるスタイリッシュ
&タフネス
ノートPC

フラットモード
使用可能

キー表面には
印字の摩耗
を防ぐ
 「UVコー
ティング」

　　内蔵指紋センサを
　電源ボタンに標準搭載

12

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

インテル
第8世代CPU

新筐体



3
ビジネス

フィールドが広がる
モビリティ
性能

●外出先でもインター
ネットやメール確認を
行えるLTEモデルも選
択可能。

●働き方改革により使用頻度が高まっているWeb会議の際、円滑なコミュニケーションを
サポートする、クリアなサウンド出力が可能。

　ヤマハ製AudioEngine™ を採用した「Webミーティングおすすめモデル」です。
●Web会議やテレワークで、会議相手の

声を聞き取りやすくする「ミーティン
グ機能」など音響効果を設定できる

   「YAMAHAサウンド」をPC設定ツール
に搭載しました。

●パワーアップしたBOX型2Wステレ
オスピーカを前面に配置。聞きやすい
音をお届けします。

●バッテリ（LL）では約837gで長時間バッ
テリ駆動約20時間。外出や会議での持
ち歩きに適しています。
さらにバッテリ（L）の選択で約785gの軽
量ボディ化。この場合でも約13.3時間の
バッテリ駆動。

●さらに大容量ACアダプタ（USB-C）利用時
は、1時間80%の急速充電に対応します。

●映り込みを抑える新ノングレア液晶を採
用しました。どの角度からも見やすい広
視野角IPS液晶です。

●静かな場所でもご利用いただけるよう、
耳障りな打鍵音をカットした薄型静音
キーボードで打ちやすさを追求しました。

＊：バッテリ（LL）搭載時。バッテリ（L）の
　場合は約13.3時間。JEITAバッテリ
　動作時間測定法に基づいて測定し
　ためやす時間です。

約20時間＊

バッテリ駆動

2Web
ミーティング
おすすめ
モデル

4求められる機能を追求
LTEモデル
選択可能

※LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。
　LTEの対応バンド帯など詳細につきましては次のURLまたはP12のQRコードの
　Webページより、「スペック詳細」をご覧ください。
　https://jpn.nec.com/bpc/versapro/spec/vg-5.html

ミーティング機能切替を〈Fn+F5〉に、マイク
ミュート機能を〈Fn+F6〉に割り当て、「ミーティン
グモード」使用時の操作性に配慮しました。

左側面 背面右側面 Nano SIMカードスロットHDMIポート microSDメモリーカードスロットUSB 3.1ポート（Type-C）＊1

USB 3.0ポート（Type-C）＊1＊2USB 3.1ポート
（パワーオフUSB充電機能対応）

ヘッドフォン/
ヘッドフォンマイク ジャック ＊1：映像出力はできません。　＊2：DCコネクタとして兼用。

盗難防止用ロック

機動性や操作性に加え、サウンド機能も追求した  フラグシップモバイルノートPC

鞄に入れやすいフラットデザイン

 約20時間※1

バッテリ駆動
軽量

約785g
※2

SIMフリー
LTE

選択可能

※1: バッテリ（LL）搭載時の値。バッテリ（L）の場合は約13.3時間。
      JEITAバッテリ動作時間測定法に基づいて測定しためやす時間です。 
※2：最軽量時の質量です。バッテリLL搭載時は約837gとなります。
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〈VH-5〉

タイプ

VH

筐体ファンレス化と底面の両サイドスピーカの工夫で
日常⽣活の環境でも⼗分な⾳質を確保

利用者に近い位置に
スピーカを搭載

スリムベゼル採用薄型モバイルノートが「Web  ミーティングおすすめモデル」へパワーアップ

1Web
ミーティング
おすすめ
モデル

●働き方改革により使用頻度が高まっているWeb会議の際、
円滑なコミュニケーションをサポートする、クリアなサウンド出力が可能。
ヤマハ製AudioEngine™を採用した「Webミーティングおすすめモデル」です。

●電話会議やテレワークで、会議相手の声を聞き取りやすいように⾳響効果を設定
できる「YAMAHAサウンド」をPC設定ツールに搭載しました。

14

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプ VH<VH-5>

機動性と使いやすさでさまざまな働き方を支援する
テレワークにも使える12.5型コンパクトモバイルノート

  タイプVH 〈VH-5〉

＊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 https://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：VJT13/H-5で選択可能。 ＊4：SecureFinger（別売）およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ＊5：取り付けはお客様が行う必要があります。 ＊6：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/
promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ＊7：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 
または 1年もご用意しております。

■ 主な構成オプション
インストール

OS Windows 10 Pro 64ビット

ディスプレイ 12.5型ワイド（1,920×1,080ドット）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 8GB＊3 4GB

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

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 プライバシーフィルター＊5/なし

アプリケーション1 NeoFace Monitor＊6（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Home & Business 2019＊7 Officeなし＋

ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VH<VH-5>

VJT13/H-5※  
インテル® Core™ i5-8200Y 
プロセッサー（1.30GHz）

VJA11/H-5※

インテル® Core™ m3-8100Y 
プロセッサー（1.10GHz）

VJE15/H-5 
インテル® Celeron®

プロセッサー 3965Y
（1.50GHz）

本 体：第06119005号＊1

2019年7月発表商品

IPS
方式液晶

※インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサーおよび
　インテル® Core™ m3-8100Y 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
第7世代

CPU

インテル
第8世代

CPU

製
品
情
報 

詳
細



＊：無破損・無故障を保証するものではありません。

LANコネクタ部引き出し時

不要な時はコネクタ部を本体収納
薄型筐体に有線LANコネクタを標準搭載

（Wake on Lan対応）

盗難防止用ロック

LANコネクタ

USB 3.0ポート（パワーオフUSB充電機能対応）

HDMIポート USB 3.0ポート（Type-C対応）＊USB 3.0ポート

SDメモリーカードスロット

ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック

背面の各種ポート

●省電力CPUやSSDの採用など、低消費
電力かつ低発熱の設計により、ファン
レス筐体を採用。

●省電力設計により、バッテリ駆動時間
も約11時間＊を可能としています。

●さらにタッチの音を抑えた静音キー
ボードを採用。ファンレス筐体も合わ
さり静かな環境でも、動作音を気にせ
ずに使えます。

●インターフェイスを背面に集中装備。机の上で周辺機
器を接続する場合でも、横や前のスペースを確保する
ことができます。

●USB Type-C（Power Delivery対応、ACアダプタ
接続ポートを兼用）を新たに搭載。

●スリムベゼルにすることにより打ちや
すく一回り大きい幅約280mmの全面
キーボードを採用しました。

●3辺スリムベゼルの12.5型液晶画面は
IPS方式のため広視野角。見やすさや
使用姿勢の自由度も向上しています。

●持ち運び時の鞄内などでの圧迫も想定し
た150kgfクラス面加圧試験もクリア＊。

変換アダプタの
必要なし

2筐体サイズをフルに生かした
スリムベゼルの
液晶とキーボード 3ファンレス筐体の省電力・

静音設計 4デスク上の配線もスッキリ。
端子類の
背面装備

スリムなベゼル幅で、
より打ちやすい

幅広のキーボードを採用
 ： ＊ 映像出力はできません。

       

＊：JEITAバッテリ動作時間測定法に基づいて測定した
　めやす時間です。

※1: 最軽量時の質量です。 
※2: JEITAバッテリ動作時間測定法に基づいて測定しためやす時間です。 

最大
約11時間
バッテリ駆動※2

軽量
約917g

※1

スリムエッジ筐体
薄型

17mm

スリムベゼル採用薄型モバイルノートが「Web  ミーティングおすすめモデル」へパワーアップ
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3方向配置の
充実インターフェイス
USB Type-Cも装備

選べる5つのセキュリティ
● FeliCaカードで認証、NFCポート
● 内蔵指紋センサ
● NECの顔認証PCセキュリティソフトウェア、NeoFace Monitor
● OS標準の顔認証機能、Windows Hello（Webカメラ（IR対応））
● 覗き見を防止する、プライバシーフィルタ

〈VD-5〉

タイプ

VD 大切なデータを守るセキュリティを拡充。
A4ノートPCがさらに使いやすくリニューアル

薄型
24.9mm

※

vPro
対応

 Intel®

 OptaneTM

メモリー
選択可能

指がフィットしタイピングが
しやすいキー傾斜付き
アイソレーションキーボード

本体手前側と奥側で中心に向かう傾斜付きキー
キャップを採用。タッチの安定感を確保しました。

※突起部除く。 

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプ VD<VD-5>

＊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 https://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：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。NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 ＊4：取り付けはお客様が行う必要があります。 ＊5：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきまし
ては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ＊6：追加でウイルスバス
ター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。 

インテル 第8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-5〉
■ 主な構成オプション

インストール
OS Windows 10 Pro 64ビット

ディスプレイ
15.6型ワイド（1,920×1,080ドット） フルHD IPS方式液晶

15.6型ワイド（1,366×768ドット） HD液晶

SSD/HDD

暗号化機能付512GB SSD 暗号化機能付256GB SSD

128GB SSD 500GB HDD＋インテル® Optane™ メモリー 16GB

暗号化機能付500GB HDD 500GB HDD

合計メモリ 16GB 8GB 4GB

Webカメラ Webカメラ（IR対応） 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 ［標準添付］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＊2
NFCポート＊3/なし ［標準搭載］セキュリティチップ

プライバシーフィルター＊4/なし 内蔵指紋センサ/なし

アプリケーション1 NeoFace Monitor＊5（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Professional 2019 Office Home & Business 2019＊6 Office Personal 2019

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VD<VD-5>

VJH19/D-5   
インテル® Core™ i7-8665U 
プロセッサー （1.90GHz）

VJM16/D-5  
インテル® Core™ i5-8365U 
プロセッサー （1.60GHz）
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●主な特長

カード
認証

（NFCポート）
選択可能＊3

ゼロワット
ACアダプタ
標準添付

本 体：第06119005号＊1

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

2019年7月発表商品

インテル
第8世代CPU

IPS
方式液晶※

※フルHD選択時のみ

※無線LAN選択時に対応

内蔵
指紋センサ
選択可能

Webカメラ
（IR対応）を
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

新筐体

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］

https://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 https://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」

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」に対応（対応状況はP23）。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＊2

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
https://jpn.nec.com/bpc/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

■ 主な構成オプション
インストール

OS Windows 10 Pro 64ビット

ディスプレイ
15.6型ワイド（1,920×1,080ドット） フルHD IPS方式液晶

15.6型ワイド（1,366×768ドット） HD液晶

SSD/HDD

暗号化機能付512GB SSD 暗号化機能付256GB SSD

128GB SSD 500GB HDD＋インテル® Optane™ メモリー 16GB＊3

暗号化機能付500GB HDD 500GB HDD

合計メモリ 16GB 8GB 4GB

Webカメラ Webカメラ（IR対応） 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＊2 プライバシーフィルター＊4/なし 内蔵指紋センサ/なし

アプリケーション1 NeoFace Monitor＊5（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Professional 2019 Office Home & Business 2019＊6 Office Personal 2019

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VX<VX-5>

用途に応じて幅広いモデル選択が可能。
充実のBTOを構えるスタンダードノートPC

  タイプVX 〈VX-5〉

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VX<VX-5>

＊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 https://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：Celeronモデルでは選択できません。 ＊4：取り付けはお客様が行う必要があります。 ＊5：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポー
トサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ＊6：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

VJL21/X-5※

インテル® Core™ i3-8145U
プロセッサー（2.10GHz）

VJE18/X-5
インテル® Celeron® 
プロセッサー 4205U
 （1.80GHz）

VJH19/X-5  
インテル® Core™ i7-8665U
プロセッサー（1.90GHz）

VJT16/X-5※

インテル® Core™ i5-8265U
プロセッサー（1.60GHz）

VJM16/X-5
インテル® Core™ i5-8365U
プロセッサー（1.60GHz）
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ビジネスに適した Windows 10 Pro。

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

●主な特長

ゼロワット
ACアダプタ
選択可能

※インテル® Core™ i5-8265U プロセッサーおよび
　インテル® Core™ i3-8145U 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。

2019年7月発表商品

IPS
方式液晶※

※フルHD選択時のみ

内蔵
指紋センサ
選択可能

Webカメラ
（IR対応）を
選択可能

打ちやすい
傾斜付き
アイソレーション
キーボード

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

新筐体

製
品
情
報 

詳
細

インテル
第8世代CPU



VJT16/L-5※  
インテル® Core™ i5-8265U
プロセッサー（1.60GHz）

VJL21/L-5※

インテル® Core™ i3-8145U
プロセッサー（2.10GHz）

インテル 第8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エントリー PC

ゼロワットACアダプタの選択で省電力運用も可能。
SSDも選べるベーシックPC

VJE18/AA-5
インテル® Celeron® 
プロセッサー 4205U

（1.80GHz）

VJL21/AA-5※ 
インテル® Core™ i3-8145U
プロセッサー（2.10GHz）

＊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 https://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：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。CyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はで
きません。 ＊4：取り付けはお客様が行う必要があります。 ＊5：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

  タイプVA 〈VA-5〉

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプ VA<VA-5>

■ 主な構成オプション
インストール

OS Windows 10 Pro 64ビット

ディスプレイ 15.6型ワイド（1,366×768ドット） HD液晶

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 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

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＊2 プライバシーフィルター＊4 なし

アプリケーション
Office Professional 2019 Office Home & Business 2019＊5 Office Personal 2019

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VA<VA-5>
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ビジネスに適した Windows 10 Pro。

本 体：第06119005号＊1

※インテル® Core™ i3-8145U 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。

2019年7月発表商品

●主な特長

※VD、VX、VLも対応します。

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

打ちやすい
傾斜付き
アイソレーション
キーボード

新筐体

新筐体

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプ VL<VL-5>

■ 主な構成オプション
インストール

OS Windows 10 Pro 64ビット

ディスプレイ 15.6型ワイド（1,366×768ドット） HD液晶

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

合計メモリ 16GB 8GB 4GB

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＊2 プライバシーフィルター＊4 なし

アプリケーション1 NeoFace Monitor＊3（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Home & Business 2019＊5 Office Personal 2019

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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

  タイプVL 〈VL-5〉
※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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VL<VL-5>

※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

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

本 体：第06119005号＊1

2019年7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

●主な特長

ゼロワット
ACアダプタ
選択可能

製
品
情
報 

詳
細

製
品
情
報 

詳
細

インテル
第8世代CPU

インテル
第8世代CPU

打ちやすい
傾斜付き
アイソレーション
キーボード



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

〈VF-5〉

タイプ

VF
※1: 突起部、バンプ部除く。

高速無線LAN

802.11ac
選択可能

 スリムボディ
薄型

 22.6mm
※1

ワイドな
15.6型
液晶搭載

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ 
→ タイプ VF<VF-5>

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

ディスプレイ 15.6型ワイド（1,366×768ドット） HD液晶

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

合計メモリ 8GB 4GB

Webカメラ Webカメラ なし

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） & 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1 NeoFace Monitor＊2（顔認証PCセキュリティソフトウェア） なし

アプリケーション2
Office Home & Business 2019＊3 Office Personal 2019

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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薄型バリュー PC

  タイプVF 〈VF-5〉
※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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VF<VF-5>

＊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：顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが
含まれています。 ＊3：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

VJV27/F-5※ 
インテル® Core™ i7-7500U 
プロセッサー（2.70GHz）

VJT25/F-5※

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

VJL23/F-5※

インテル® Core™ i3-7020U 
プロセッサー（2.30GHz）

VJE18/F-5
インテル® Celeron® 
プロセッサー 3865U
 （1.80GHz）
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ビジネスに適した Windows 10 Pro。

※インテル® Core™ i7-7500U プロセッサーおよび
　インテル® Core™ i5-7200U プロセッサーおよび
　インテル® Core™ i3-7020U 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。

2019年7月発表商品

●主な特長

4列テンキーを
標準搭載

DVDスーパーマルチドライブ
標準搭載

インテル
第7世代CPU

薄型ボディに多機能と使いやすさを両立した、
スリム&スタイリッシュなバリューノートPC

製
品
情
報 

詳
細



＊：PC本体のみでの値。

〈MC-5〉

タイプ

MC

■ 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

24型3辺狭額縁
ワイド液晶＊4

21.5型3辺狭額縁
ワイド液晶＊4

21.5型高精細
ワイド液晶＊5 19型液晶＊5 17型液晶＊5 なし

HDD/SSD
1TB HDD 500GB HDD 1TB HDD＋

インテル® Optane™ メモリー 16GB＊10
500GB HDD＋

インテル® Optane™ メモリー 16GB＊10

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）＊6

タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続（外付け）＊6 なし

ブラケット / 通信機能 ディスプレイマウント・ブラケット / なし 無線LAN（IEEE802.11ac） & 
Bluetooth® / なし

インターフェイス シリアルポート/なし VGAポート/HDMIポート/DisplayPort/なし

キーボード・
マウス

USB 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 テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

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

変換アダプタ DisplayPort-DVI変換アダプタ なし

アプリケーション
Office Professional 2019 Office Home & Business 2019＊8 Office Personal 2019

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年＊9

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年＊9 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-5〉
※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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ MC<MC-5>

＊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 https://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：タイプMC背面装着対応。 ＊5：タイプMCの背面装着はできません。 ＊6：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。 ＊7：vPro対応モデルとvPro非対応
モデルをご用意しています。ご注文時にご指定ください。 ＊8：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。PC-MJH20CZC5、PC-MJM22CZC5では選択できません。 ＊9：PC-MJH20CZC5、PC-MJM22CZC5では選択できません。
＊10：Celeronモデルでは選択できません。

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプ MC<MC-5>

タイプMC 背面装着対応別売ディスプレイ
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 LCD-E221N※ / LCD-E221N-BK
ディスプレイの詳細はこちら 　https://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/index.html  　※セレクションにて選択可能。

＊1：セレクションの一部で対応。また光学ドライブ
      無しモデルでは、別途「ディスプレイマウント・
      ブラケット」が必要です。 
＊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。

キーボードパワーオン機能対応（特定USBポートに
接続したキーボードの[ALT]キー＋[P]キーで本体
電源ONが可能）。電源を入れるために背面に手を
伸ばす必要がありません。

特定のディスプレイとの組み合わせ＊1では、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。

ディスプレイと一体化して設置可能

※Intel Unite®の詳細につきましては https://www.intel.co.jp/
content/www/jp/ja/architecture-and-technology/unite/
intel-unite-overview.html をご覧ください。

無線LAN会議システム「Intel Unite® ソリューション」に対応
vPro対応モデルでは、Intel Unite® アプリ
を用いて無線LAN会議のハブPCとしての
利用にも対応します。

MJH20/C-5
インテル® Core™ i7-9700T
プロセッサー（2GHz）

MJM22/C-5
インテル® Core™ i5-9500T
プロセッサー（2.20GHz）

MJL31/C-5
インテル® Core™ i3-9100T
プロセッサー（3.10GHz）

MJE30/C-5
インテル® Celeron®

プロセッサー  G4930T
（3GHz）

本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

●主な特長

省スペース スピーカ
搭載

2019年7月発表商品

インテル
第9世代CPU

※vPro対応モデル選択時。
　MJL31/C-5、MJE30/C-5を除く

＊7

＊7

狭いスペースにも設置可能

89mm

340mm

291mm

179mm

182.9mm

タイプ
MB-5

タイプ
MC-5

mm34.5
8.8L
サ
イ
ズ

約

1L
サ
イ
ズ

約

幅34.5ｍｍの小型筐体

※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）。

Intel® 
Optane™
メモリー
選択可能＊10

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。

ディスプレイ背面への装着も可能
机の上を広く使える小型デスクトップ

製
品
情
報 

詳
細

筐体アクセントカラー
インディゴブルー
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筐体アクセントカラー
インディゴブルー

筐体アクセントカラー
インディゴブルー

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

●主な特長

Intel® 
Optane™
メモリー
選択可能＊5

NVIDIA® 
GeForce 
GT730
選択可能

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

●主な特長

Intel® 
Optane™
メモリー
選択可能＊5

NVIDIA® 
GeForce 
GT730
選択可能

ミラーリング
 （RAID 1）
選択可能

■ 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

24型3辺狭額縁
ワイド液晶

21.5型3辺狭額縁
ワイド液晶

21.5型高精細
ワイド液晶 19型液晶 17型液晶 なし

HDD/SSD

1TB HDD 500GB HDD

1TB HDD＋インテル® Optane™ メモリー 16GB＊5 500GB HDD＋インテル® Optane™ メモリー 16GB＊5

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

グラフィック系ボード NVIDIA® GeForce GT730 / なし

キーボード・
マウス

USB 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 テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)

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）

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

変換アダプタ DisplayPort-DVI変換アダプタ DisplayPort-HDMI変換アダプタ 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 2019 Office Home & Business 2019＊7

Office Personal 2019 Officeなし＋ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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9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-5〉
※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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ MB<MB-5>

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプ MB<MB-5>

■ 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
24型3辺狭額縁

ワイド液晶
21.5型3辺狭額縁

ワイド液晶
21.5型高精細

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

1TB HDD＋インテル® Optane™ メモリー 16GB＊5 500GB HDD＋インテル® Optane™ メモリー 16GB＊5 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
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

USB 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 テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)

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）

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

変換アダプタ DisplayPort-DVI変換アダプタ DisplayPort-HDMI変換アダプタ 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 2019 Office Home & Business 2019＊7 Office Personal 2019

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年＊8

Officeなし＋
ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年＊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

インテル 第9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-5〉
※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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ ME<ME-5>

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプ ME<ME-5>

＊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 https://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。 ＊4：2TB（1TB×2）HDDまたは1TB（500GB×2）HDDで選択可能。 ＊5：PentiumおよびCeleronモデルでは選択できません。 ＊6：vPro対応モデルとvPro非対応モデルをご用意しています。
ご注文時にご指定ください。 ＊7：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。PC-MJH30EZC5、PC-MJM30EZC5では選択できません。 ＊8：PC-MJH30EZC5、PC-MJM30EZC5では選択できません。

※スタビライザ標準添付

※スタビライザ標準添付

MJH30/B-5
インテル® Core™ i7-9700
プロセッサー（3GHz）

MJM30/B-5
インテル® Core™ i5-9500
プロセッサー（3GHz）

MJL36/B-5
インテル® Core™ i3-9100
プロセッサー（3.60GHz）

MJR38/B-5
インテル® Pentium® Gold
プロセッサー G5420
 （3.80GHz）

MJE32/B-5
インテル® Celeron®  
プロセッサー G4930

（3.20GHz）

MJH30/E-5　　　 ＊6

インテル® Core™ i7-9700
プロセッサー（3GHz）

MJM30/E-5 　　　＊6　

インテル® Core™ i5-9500
プロセッサー（3GHz）

MJL36/E-5
インテル® Core™ i3-9100
プロセッサー（3.60GHz）

MJE32/E-5
インテル® Celeron® 
プロセッサー G4930

（3.20GHz）
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本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

高拡張性

2019年7月発表商品

インテル
第9世代CPU

※vPro対応モデル選択時。
　MJL36/E-5、MJE32/E-5を除く

本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

2019年7月発表商品

インテル
第9世代CPU

高拡張性

製
品
情
報 

詳
細

製
品
情
報 

詳
細



※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。　※使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。

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

5 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。

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。

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＊1＊1

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

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。

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

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

● 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。 標準保証拡張キットG6＊2＊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＊2＊5＊6

＊1：外付けディスプレイは保証対象外となります。　＊2：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 https://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack3.html をご参照ください。　＊3：当日出張修理は有償となります。　＊4：地域により対応日が異なります。詳しくは、https://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。　＊5：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。　＊6：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。

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 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

※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。

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

または 年5 5 4 4 年 または年3 3 標準保証拡張G6＊2 パーツ保証 & 引取修理 
＋翌営業日出張修理（電話診断付）＊3＊4＊5

標準保証拡張G6＊2

（ディスク返却不要サービス付） ＜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。

パーツ保証 & 引取修理＊1 年5 5 引取標準保証拡張G6＊2

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
https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご覧ください。

  タイプML 〈ML-5〉
■ 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

24型3辺狭額縁ワイド液晶 21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 21.5型高精細ワイド液晶

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

キーボード・
マウス

USB 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 テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）

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）

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

変換アダプタ DisplayPort-DVI変換アダプタ DisplayPort-HDMI変換アダプタ 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 Home & Business 2019＊4 Office Personal 2019

Officeなし＋ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年

Officeなし＋ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年 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™ i7、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。
　  https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ ML<ML-5>

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ 
→ タイプ ML<ML-5>

＊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 https://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：追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

MJH30/L-5
インテル® Core™ i7-9700
プロセッサー（3GHz）

MJM29/L-5
インテル® Core™ i5-9400
プロセッサー（2.90GHz）

MJL36/L-5
インテル® Core™ i3-9100
プロセッサー（3.60GHz）

MJR38/L-5
インテル® Pentium® Gold
プロセッサー G5420

（3.80GHz）

MJE32/L-5
インテル® Celeron®  
プロセッサー G4930

（3.20GHz）

高拡張性

2019年7月発表商品

インテル
第9世代CPU

本 体：第06119002号＊1

 LCD：第09119001号＊2

●主な特長

各種インターフェイスを
装備

USB 8ポート
アナログRGB
PCI Expressスロット

製
品
情
報 

詳
細

筐体アクセントカラー
スペースブラック

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

※スタンド標準添付
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品質向上への取り組みについて

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
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。

※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。

LCD開閉試験の様子

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

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

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

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

商品企画
評価基準や試験方法を企画段階から
常に見直し、NECの品質基準を満た
すまで改善・検査を実施。

出荷前（最終構成品検査）
最終構成品で、信頼性・耐久性・安全
性を精査してから出荷。

市場での品質状況をチェックし、不具
合解析で得られた情報をフィード
バック。

部品レベルでの受入検査
ODDやHDDなどの部材は製品搭載
前に温度・振動などの負荷をかけて検
査を行い、合否を判定。

NECの
品質保証

出荷後（量産品品質フィードバック）

耐久性

堅牢性

環境
適応性

＊1：無線LAN搭載時に対応。Miracast® はME-5およびMB-5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、またはPC設定ツールで対応（機種によりアプリが異なります）。 ＊5：タイ
プVD、VX、VLではゼロワットACアダプタで対応。タイプMC、ME、MB、ML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：LTE選択時。LTEの利用には別途申し込み・契約が必要です。 ＊13：NeoFace 
Monitor選択時に利用可能。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。なお、NEC Authentication Agent、
指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。 ＊14：DisplayPort-HDMI変換アダプタ選択時。 ＊15：Webカメラ（IR対応）選択時。

できること一覧 タイプ
VU
〈VU-5〉

タイプ
VS
〈VS-5〉

タイプ
VB
〈VB-5〉

タイプ
VG
〈VG-5〉

タイプ
VH
〈VH-5〉

タイプ
VD
〈VD-5〉

タイプ
VX
〈VX-5〉

タイプ
VL
〈VL-5〉

タイプ
VA
〈VA-5〉

タイプ
VF
〈VF-5〉

タイプ
MC
〈MC-5〉

タイプ
ME
〈ME-5〉

タイプ
MB
〈MB-5〉

タイプ
ML
〈ML-5〉

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

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 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●＊14 ●＊14 ●＊14

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

無線LANでネットに接続したい ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー

Webミーティングの⾳声をクリアに聞き取りたい
 ［ヤマハ製AudioEngine™］ ー ー ー ● ● ー ー ー ー ー ー 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

LTEで外出時もネット接続したい＊12 ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー 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＊9 ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー

指紋による個人認証を利用したい ● ●＊10 ●＊10 ● ●＊10 ●＊10 ●＊10 ー ー ー ー ー ー ー

Webカメラと顔認証を利用してセキュリティを強化したい＊13
 ［NeoFace Monitor］ ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ー ー ー ー

OS標準の顔認証を利用したい＊15 ［Windows Hello］ 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

［NEC Authentication Agent］ 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 ●＊11

USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御したい＊3 

［DeviceLock Lite］ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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 ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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 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

●：標準または選択により対応可能　－：未対応
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NEC 得選街 検索
Webでのご購入はこちらから

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。

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！

全国どこでも送料無料！全国どこでも送料無料！
サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種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！

欲しいモデルを今すぐWebで購入！

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。詳しくは、サイトをご覧ください。

http://club.express.nec.co.jp/store/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）
0120-237-122フリーダイヤル

製品ご質問・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

※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）
※所定休業日があります。詳細はhttp://121ware.com/121cc/ をご覧ください。
※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。　
※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。
＊：【テクニカルサポート（受付時間9：00～19：00）】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。
　詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

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（https://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等、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。●
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等の容量は、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 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html をご参照ください。
●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、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 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html 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、「ノートパソコンやタブレットのバッテリに関する基礎知識」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/SSD等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。・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、
Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、Ultrabook、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの
商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing 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ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. 
が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。・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。・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。TREND MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。ヤマハ製AudioEngine™はヤマハ株式会社の登録商標です。・その他本カタログに記載されてい
る会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■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。（高出力システムと通信する場合を除く）
●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

■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
https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

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

無線LAN
2.4 4DS/OF

Bluetooth®

2.4 8FH
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