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主な新製品のスペック 

 

■VersaPro UltraLite タイプ VG の主なスペック 

（*印の項目は BTO セレクションにより選択可能） 

ベースモデル VK19S/G-F 

 CPU インテル(R) Core(TM) i7-3517U プロセッサー（1.90GHz） 

 メモリ DDR3-SDRAM 4GB 

 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｸｾﾗﾚｰﾀ インテル(R) HD グラフィックス 4000（CPU に内蔵） 

 ディスプレイ 13.3 型ワイド液晶（HD+） 

* OS Windows 8 Pro 64 ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  SSD 約 128GB 

* 光学ドライブ なし 

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

 バッテリ リチウムポリマー（内蔵固定） 

       

希望小売価格 298,000 円（税別） 

 

 

■Mate タイプ MC の主なスペック 

（*印の項目は BTO セレクションにより選択可能） 

ベースモデル MK26M/C-F 

 CPU インテル(R) Core(TM) i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） 

* メモリ DDR3-SDRAM 4GB 

 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｸｾﾗﾚｰﾀ インテル(R) HD グラフィックス 4000（CPU に内蔵） 

* ディスプレイ 19 型ワイド WXGA+液晶 

* OS Windows 8 Pro 64 ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  HDD 約 320GB 

* 光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ（薄型） 

* 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 

 通信機能 LAN ギガビットイーサネット 

 バッテリ リチウムイオン 

       

希望小売価格 229,000 円（税別） 

 

 



■VersaPro タイプ VH の主なスペック 

（*印の項目は BTO セレクションにより選択可能） 

ベースモデル VK20H/H-F 

 CPU インテル(R) Core(TM) i7-3667U プロセッサー（2GHz） 

* メモリ DDR3-SDRAM 4GB 

 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｸｾﾗﾚｰﾀ インテル(R) HD グラフィックス 4000（CPU に内蔵） 

 ディスプレイ 13.3 型ワイド液晶（HD+） 

* OS Windows 8 Pro 64 ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置 HDD 約 320GB 

* 光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

 キーボード テンキー付きキーボード 

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

* バッテリ リチウムイオン(M) 

       

希望小売価格 239,000 円（税別） 

 

 

■VersaPro UltraLite タイプ VB の主なスペック 

（*印の項目は BTO セレクションにより選択可能） 

ベースモデル VK26M/B-F 

* CPU インテル(R) Core(TM) i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） 

* メモリ DDR3-SDRAM 4GB 

 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｸｾﾗﾚｰﾀ インテル(R) HD グラフィックス 4000（CPU に内蔵） 

 ディスプレイ 12.1 型ワイド液晶（WXGA） 

* OS Windows 8 Pro 64 ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  HDD 約 320GB 

* 光学ドライブ なし 

* 通信機能 LANギガビットイーサネット＆ 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）

* バッテリ リチウムイオン（M） 

       

希望小売価格 228,000 円（税別） 

 

 

 

 

 



 

■VersaPro タイプ VZ の主なスペック 

（*印の項目は BTO セレクションにより選択可能） 

ベースモデル VK15E/ZS-G 

 CPU インテル(R) Celeron(R) プロセッサー 

* メモリ DDR3-SDRAM 4GB 

 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｸｾﾗﾚｰﾀ インテル(R) HD グラフィックス（CPU に内蔵） 

 ディスプレイ 12.5 型ワイド液晶（HD） 

* OS Windows 8 Pro 64 ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  SSD 約 128GB 

* 光学ドライブ なし 

 キーボード なし 

* 通信機能 LANギガビットイーサネット＆ 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）

＆Bluetooth Ver.4.0 ＋ HS 対応（Class2）  

* バッテリ リチウムイオン（M） 

       

希望小売価格 後日 Web にて掲載致します 

 

 

■VersaPro タイプ VF の主なスペック 

（*印の項目は BTO セレクションにより選択可能） 

ベースモデル VJ22L/FW-F 

* CPU インテル(R) Core(TM) i3-2328M プロセッサー（2.20GHz） 

* メモリ DDR3-SDRAM 4GB 

 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｸｾﾗﾚｰﾀ インテル(R) HD グラフィックス 3000（CPU に内蔵） 

 ディスプレイ 15.6 型ワイド液晶（HD） 

* OS Windows 8 Pro 64 ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置 HDD 約 320GB 

 光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

 キーボード テンキー付きキーボード 

 通信機能 LANギガビットイーサネット＆ 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）

 バッテリ リチウムイオン 

       

希望小売価格 オープン価格 

 

 


