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新商品の主なスペック 
 
■VersaPro  タイプ VUの主なスペック ※最小構成 

(*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 VKE11/U1-3 

 CPU インテル(R) Celeron(R)プロセッサー N4100（1.10GHz） 

 メモリ オンボード 4GB(固定) 

 ディスプレイ 10.1型ワイドWUXGA液晶Webカメラ付き 

タッチパネル(静電容量方式) 

 OS Windows 10 Pro 64ビット 

* 記憶装置 フラッシュメモリ約 64GB 

* 通信機能 無線 LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth(R) 

 バッテリ リチウムイオンバッテリ（内蔵固定） 

      

希望小売価格 107,000円(税別) 

 

■VersaPro  タイプ VUの主なスペック※推奨構成 

(*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 VKE11/U1-3 

 CPU インテル(R) Celeron(R)プロセッサー N4100（1.10GHz） 

 メモリ オンボード 4GB(固定) 

 ディスプレイ 10.1型ワイドWUXGA液晶Webカメラ付き 

タッチパネル(静電容量方式) 

 OS Windows 10 Pro 64ビット 

* 記憶装置 フラッシュメモリ 約 128GB 

* 通信機能 無線 LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth(R) 

&ワイヤレスWAN(LTE) 

 バッテリ リチウムイオンバッテリ(内蔵固定) 

* キーボード デタッチャブルキーボード＋USB Type-Cドック 

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

       

希望小売価格 195,400円(税別) 
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■Mate タイプMEの主なスペック ※最小構成 

(*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 MKE31/E-3 

* CPU インテル(R) Celeron(R)プロセッサー G4900(3.10GHz) 

* メモリ 4GB(4GB×1) 

* ディスプレイ なし 

* OS Windows 10 Pro 64ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  HDD 約 500GB 

* 光学ドライブ なし 

* グラフィック系ボード なし 

* キーボード・マウス なし 

希望小売価格 179,000円(税別) 

 

■Mate タイプMEの主なスペック※最小構成 ※推奨構成 

(*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 MKM30/E-3 

* CPU インテル(R) Core(TM) i5-8500 プロセッサー(3GHz) 

* メモリ 16GB (8GB×2) 

* ディスプレイ 21.5型３辺狭額縁フル HD液晶 

* OS Windows 10 Pro 64ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  ミラーリング用 500GB HDD×2 

* 光学ドライブ DVD-ROM（薄型） 

* グラフィック系ボード GeForce GT730 

* キーボード・マウス USB 109キーボード&USB レーザーマウス 

希望小売価格 345,000円(税別) 
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■Mate タイプMBの主なスペック ※最小構成 

(*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 MKE31/B-3 

* CPU インテル(R) Celeron(R)プロセッサー G4900（3.10GHz） 

* メモリ 4GB(4GB×1) 

* ディスプレイ なし 

* OS Windows 10 Pro 64ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  500GB HDD 

* 光学ドライブ なし 

* キーボード・マウス なし 

希望小売価格 157,500円(税別) 

 

■Mate タイプMBの主なスペック ※推奨構成 

(*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 MKM30/B-3 

* CPU インテル(R) Core(TM) i5-8500 プロセッサー（3GHz） 

* メモリ 8GB (8GB×1) 

* ディスプレイ 21.5型高精細ワイドフル HD液晶 

* OS Windows 10 Pro 64ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  500GB HDD＋インテル(R) Optane(TM) メモリー 16GB 

* 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 USB 109キーボード&USB レーザーマウス 

希望小売価格 294,000円(税別) 
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■Mate タイプMAの主なスペック ※最小構成 

(*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 MKE31/A-3 

* CPU インテル(R) Celeron(R)プロセッサー G4900（3.10GHz） 

* メモリ 4GB(4GB×1) 

* ディスプレイ なし 

* OS Windows 10 Pro 64ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  500GB HDD 

* 光学ドライブ なし 

* キーボード・マウス なし 

希望小売価格 149,500円(税別) 

 

■Mate タイプMAの主なスペック ※推奨構成 

(*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 MKL36/A-3 

* CPU インテル(R) Core(TM) i3-8100 プロセッサー（3.60GHz） 

* メモリ 8GB (4GB×2) 

* ディスプレイ 21.5型高精細ワイドフル HD液晶 

* OS Windows 10 Pro 64ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  500GB HDD 

* 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 USB 109キーボード&USB レーザーマウス 

希望小売価格 247,500円(税別) 
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■Mate  タイプMCの主なスペック ※最小構成 

(*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 MKE29/C-3 

* CPU インテル(R) Celeron(R)プロセッサー G4900T（2.90GHz） 

* メモリ 4GB(4GB×1) 

* ディスプレイ なし 

* OS Windows 10 Pro 64ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置  HDD 約 500GB 

* 光学ドライブ なし 

* キーボード＆マウス なし 

希望小売価格 141,400円(税別) 

 

■Mate  タイプMCの主なスペック ※推奨構成 

(*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 MKM21/C-3 

* CPU インテル(R) Core(TM) i5-8500T プロセッサー（2.10GHz） 

* メモリ 8GB（4GB×2） 

* ディスプレイ 21.5型３辺狭額縁フル HD液晶 

* OS Windows 10 Pro 64ビット 

* アプリケーション なし 

* 記憶装置 500GB HDD＋インテル(R) Optane(TM)メモリー 16GB 

* 光学ドライブ 専用 DVD-ROM＆ディスプレイマウント・ブランケット 

* 通信機能 無線 LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth(R) 

* 増設インターフェイス VGAポート（アナログ RGB） 

* キーボード＆マウス USB109キーボード&USBレーザーマウス（シルバー） 

希望小売価格 307,400円(税別) 

 


