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■VersaPro UltraLite タイプ VG 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 VKT16/G-5 

* CPU インテル(R) Core™ i5-8265U プロセッサー（1.60GHz） 

* メモリ オンボード 8GB(固定) 

* ディスプレイ 13.3 型ワイドフル HD 液晶 Web カメラ付き 

* OS Windows 10 Pro 64 ビット (1903) 

* 記憶装置 SSD 約 128GB 

* 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(L) 

* アプリケーション なし 

      

希望小売価格 344,000 円(税別) 

 

■VersaPro UltraLite タイプ VG 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 VKV18/G-5 

* CPU インテル(R) Core™ i7-8565U プロセッサー（1.80GHz） 

* メモリ オンボード 16GB(固定) 

* ディスプレイ 13.3 型ワイドフル HD 液晶 Web カメラ付き 

* OS Windows 10 Pro 64 ビット (1903) 

* 記憶装置 暗号化機能付き SSD 約 256GB 

* 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(LL)  

* 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 481,000 円(税別) 

 



 

2 
 

■VersaPro UltraLite タイプ VB 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 VKL21/B-5 

* CPU インテル(R)Core™ i3-8145U プロセッサー(2.10GHz） 

* メモリ オンボード 4GB(固定) 

* ディスプレイ 13.3 型ワイド HD 液晶 

 OS Windows 10 Pro 64 ビット (1903) 

* 記憶装置 SSD 約 128GB 

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

* ドック なし 

      

希望小売価格 249,000 円(税別) 

 

■VersaPro UltraLite タイプ VB 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 VKM16/B-5 

* CPU インテル(R)Core™ i5-8365U プロセッサー(1.60GHz） 

* メモリ オンボード 8GB(固定) 

* ディスプレイ 13.3 型ワイド HD 液晶 Web カメラ付き(IR 対応) 

 OS Windows 10 Pro 64 ビット (1903) 

* 記憶装置 暗号化機能付 SSD 約 256GB 

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

* ドック USB Type-C ドック 

       

希望小売価格 363,500 円(税別) 
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■VersaPro UltraLite タイプ VX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 VKE18/X-5 

* CPU インテル(R) Celeron(R) 4205U プロセッサー（1.80GHz） 

* メモリ 4GB 

* ディスプレイ 15.6 型フル HD 液晶 

* OS Windows 10 Pro 64 ビット (1903) 

* キーボード キーボード(タイプ A) テンキーなし 

* 記憶装置 HDD 約 500GB 

* 通信機能 なし 

* セキュリティ機能 なし 

      

希望小売価格 170,500 円(税別) 

 

■VersaPro UltraLite タイプ VX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 VKH19/X-5 

* CPU インテル(R) Core™ i7-8665U プロセッサー（1.90GHz） 

* メモリ 8GB 

* ディスプレイ 15.6 型ワイドフル HD 液晶 Web カメラ付き(IR 対応) 

* OS Windows 10 Pro 64 ビット (1903) 

* キーボード テンキー付きキーボード 

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

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

* セキュリティ機能 内蔵指紋センサ 

      

希望小売価格 325,000 円(税別) 
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■VersaPro UltraLite タイプ VD 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 VKM16/D-5 

* CPU インテル(R) Core™ i5-8365U プロセッサー（1.60GHz） 

* メモリ 4GB 

* ディスプレイ 15.6 型ワイド HD 液晶 

* OS Windows 10 Pro 64 ビット (1903) 

* キーボード キーボード(タイプ A) テンキーなし 

* 記憶装置 HDD 約 500GB 

      

希望小売価格 222,000 円(税別) 

 
 

■VersaPro UltraLite タイプ VA 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 VKE18/AA-5 

* CPU インテル(R) Celeron(R) 4205U プロセッサー（1.80GHz） 

* メモリ 4GB 

* ディスプレイ 15.6 型フル HD 液晶 

 OS Windows 10 Pro 64 ビット (1903) 

* 記憶装置 HDD 約 500GB 

      

希望小売価格 165,000 円(税別) 

 


