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CAD/3D 用途向け PCワークステーション

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

※作業画面はCAD作業をイメージしたハメコミ合成です。

インテル® Xeon® W プロセッサー搭載。
CAD/3Dなど描画処理での高度な要求に
パワフルな性能で応えます。
インテル®
Xeon® W
プロセッサー

希望小売価格：

NVIDIA®
Quadro®
P620

無線LAN
（Wi-Fi 6）

385,430円（税別）〜

Mate WSの特長
主要ベンダーのISV認証を取得

描画処理に強いパワフルな性能
クリエイター向けに設計されたCPUであるインテル® Xeon® W プロセッサー、

主要なCAD/3Dアプリケーションで安定稼働できるよう、
ソフトウェアベン

グラフィックボードにはNVIDIA ® Quadro ® P620を標準搭載。VFX、3D

ダー各社と連携し、高負荷テストや認証取得を実施。複雑な描画処理用途

レンダリングなど負荷の高い処理にもパワフルな性能で応えます。

にも安心して利用できます。
※対象のアプリケーションについてはhttps://jpn.nec.com/bpc/workstation/mws1/ →〔ソフトウェア〕
をご参照ください。

最長5年まで保証期間が延ばせて安心

高効率80PLUS® プラチナ電源を採用

標準保証
（1年間電話診断付き翌営業日出張修理サービス/1年間パーツ保証）

負荷率50％時、変換効率92％以上をクリアする80 PLUS® プラチナ電源を

の内容を最長5年間まで延長できる保証拡張サービスをセレクションメニュー

採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

より選択可能。同様にパーツ保証のみ拡張するサービスも用意しています。

フリーセレクションメニュー
フレームモデル
型番

※表示価格はすべて消費税別です。

希望小売価格

インストールOS

CPU

構成

構成オプション
（各項目から択一となります）
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ディスプレイ
２４型３辺狭額縁
フルＨＤ液晶

+77,000円

PC-MWX33SZX1

２１．
５型フルＨＤ液晶
227,630円

Windows 10 Pro
for Workstations

エア
インテル® Xeon®
デフレクター
W-1250
プロセッサー
スタビライザ
（3.30GHz）

+57,000円

+24,400円
PC-W-HHS101

暗号化機能付
512GB SSD
＋ 1TB HDD

2

PC-W-HCS511

なし

光学ドライブ
DVDスーパー
マルチドライブ

+67,400円
PC-W-MES161

+10,000円
PC-W-C8SM21

32GB
（16GB×２）
（ECC）
+100,000円

+51,900円

LCDAS224WMI-CS1

合計メモリ
16GB
（16GB×1）
（ECC）

1TB HDD

LCDE241N-CS1

MWX33/S

HDD/増設HDD/SDD

2

PC-W-MZS321

64GB
（16GB×4）
（ECC）
+165,000円
PC-W-MVS641

1 ：Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには

「再セットアップメディア作成ツール」
をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

2 ：PCIe規格のSSDです。

警告

2

3 ：ディスプレイ仕様は

https://jpn.nec.com/bpc/workstation/mws1/ →〔ディスプレイ〕
をご覧ください。

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、
本商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本商品を使用しないでください。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。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。
幅約89mmのコンパクトな筐体に
各種インターフェイスを装備

イージーメンテナンス筐体を採用

高速なデータ転送が可能なUSB 3.1×2ポート、USB 3.0
（Type-C）
×1ポート

工具不要で筐体カバーの開閉が可能なイージーメンテナンス筐体を採用。

＊1

をはじめ計9つのUSBポート、最大7画面 の同時接続が可能なディスプレイ
端子、無線LANを装備。SSD＋HDDの搭載にも対応しています。

1

3

2

盗難防止用ロック

光学ドライブ
SDメモリカードスロット
電源ランプ
電源スイッチ

シリアルポート
ライン出力端子

ディスクアクセスランプ

DisplayPort

マイク端子

ネジを手で回して取り外し、 カバーを本体背面側に
ロックを解除します。
スライドさせます。

ヘッドフォン/
ヘッドフォンマイク端子
HDMIポート

止まったところでカバーを
持ち上げて取り外します。

＊2×1ポート
USB 3.0（Type-C）

LANコネクタ

USB 2.0×2ポート
USB 3.0×2ポート

筐体ロック

USB 3.0×1ポート
（キーボードパワーオン用）

USB 3.1×2ポート

Mini DisplayPort

USB 3.0×1ポート

排気の流れを変えるエアデフレクターを標準添付

PCI Express
x1スロット

ケーブルストッパ

PCI Express
x16スロット
（最大x4モード）

無線LANアンテナ
接続コネクタ

上向き

標準添付のエアデフレクターは上

横向き

向き、横向きどちらの排気にも対応。
レイアウトに応じて排気方向を変え
＊2：映像出力はできません。

＊1：モニタの仕様、
本体のメモリ容量などによっては、
7台以下となる場合もあります。

てエアフローを確保できます。

Mate WSとモニタ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。

インストール/添付される主なソフトウェア
●NECでは★印のサポートを行っております。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート一覧 」
をご覧ください。
◆：プリインストール&専用添付品 ◎：プリインストール □：添付またはHDD/SSDに格納 〇：標準添付品選択時に添付

モデル

Mate WS

＊1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なるところが

◎

＊2：Windows 10 version 20H2を適用しています。
＊3：最新の脅威に対抗するためには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはイ
ンターネットに接続してください。
また、
パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から
90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続（有償）
が必要です。
なお、
Windowsの再セットアッ
プ後にインストールする場合は、
本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
＊4：UWPアプリ版がプリインストールされています。
＊5：お客様が画像、
音楽、
データなどを記録
（録画・録音などを含む）
したものは、
個人として楽しむなどのほかは、
著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時に
は添付媒体からインストールする必要があります。
＊6：UWPアプリ版がプリインストールされています。
また、
デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。
＊7：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に
著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、
HDCP対応ディスプレイが必要になります。

ありますので、
再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」
をご覧ください。

Windows 10 Pro for Workstations＊1＊2

インストールOS

★

ウイルスバスター クラウド 90日期間限定版＊3

□

NEC Authentication Agent

★

○

DeviceLock Lite

★

○

★

○

★

◎

添付/インストールソフトウェア
パーティション設定ツール
PC設定ツール＊4

DVDスーパーマルチドライブ

ECOモード設定

ハードディスクデータ消去ツール

○

CyberLink Power2Go＊5＊6

◆

CyberLink PowerBackup

□

CyberLink PowerDVD＊7

□

●フレームモデル、
構成オプションの単体販売は行っておりません。
フリーセレクション価格は、
セレクションメニューから
セッ
トモデルの構成品を選択し、
セッ
トモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

通信機能
無線LAN
（Ｉ
ＥＥＥ８０２．
１１ａｘ）
& Bluetooth®
+11,000円
PC-W-NWS2V1

グラフィックボード
®

NVIDIA
Quadro® P620
+36,000円
PC-W-GRSP61

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）

変換アダプタ
Mini DisplayPortDisplayPort
変換アダプタ
（2本）

+4,000円
PC-W-KBSUL1

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、
以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10：約20GB

サービス&サポート

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット＊

＋

標準保証拡張Ｇ６
［５年間翌営業日出張修理］ +31,500円

再セットアップ用
DVD

+4,000円

PC-W-KESP21
+1,000円
PC-W-KTS161

＋

再セットアップ用
DVDなし

＋

再セットアップ用
DVDなし

+1,000円

1

PC-W-KAS161
＊
：添付品セットについて詳しくは
https://jpn.nec.com/bpc/workstation/mws1/ →
〔環境対応〕
を
ご覧ください。

■ Mini DisplayPort-DisplayPort変換アダプタ（PC-VP-BK18）

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージが
HDD/SSD内に格納されております。

標準保証拡張Ｇ６
［４年間翌営業日出張修理］ +21,000円
PC-W-EX4HK1

1

ミニマム添付品セット＊

主な周辺機器

PC-W-EX5HK1

PC-W-BCS1W1

+4,000円

標準保証拡張Ｇ６
［３年間翌営業日出張修理］ +13,500円
PC-W-EX3HK1

5年パーツ保証拡張G6

+10,000円

PC-W-EX5PK1

4年パーツ保証拡張G6

+6,000円

PC-W-EX4PK1

希望小売価格 8,000円
3年パーツ保証拡張G6

+3,000円

PC-W-EX3PK1

なし
■液晶ディスプレイに関するご注意

■電波に関するご注意

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/page̲ﬁle/20110511155520̲QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

＊1＊2＊4＊5）機能の使用は、
●無線LAN（5GHz（W52/W53）
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＊5） 無線LAN
/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
2.4 DS / OF4
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 Bluetooth®
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
2.4
FH
8
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 ＊5：IEEE802.11ax
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NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。
Mate WS

表示機能

インストールOS
CPU
クロック周波数
コア数/スレッド数
キャッシュメモリ
メモリバス
チップセット
セキュリティチップ
最大メモリ
（メインメモリ）
グラフィックアクセラレータ
ビデオRAM＊3

最大1,677万色＊6
（4,096×2,160〈24Hz〉、3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz）
、1,920×1,200〈WUXGA〉、
1,920×1,080〈フルHD）
、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、
1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉
対応映像方式：3,840×2,160p
（30/24Hz）
/1,080p/1,080i/720p

HDMI

表示色
＊4＊5
（解像度）

MWX33/S

Windows 10 Pro for Workstations
インテル® Xeon® W-1250 プロセッサー＊1＊2
3.30GHz
6/12
12MB
2,666MHz
インテル® W480 チップセット
TPM
（TCG v2.0）
64GB
［DIMMスロット×4］
インテル® UHD グラフィックス P630
（CPUに内蔵）
最大8,233MB 〜 32,809MB

最大1,670万色＊6
（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、
DisplayPort
1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉
＊7
音源/サウンド機能
インテル® ハイディフィニション・オーディオ準拠
（ステレオPCM録音再生機能、
ソフトウェアMIDI音源）
スピーカ
内蔵モノラルスピーカ
通信機能
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On
（Wake on LAN）
機能対応
USB＊8
USB 3.1＊9
（本体前面×2）
、USB 3.0
（本体前面×2、本体前面 Type-C×1＊10、本体背面×2）
、USB 2.0
（本体背面×2）
シリアル
RS-232C D-sub 9ピン×1、最高115.2kbps対応
インター
ディスプレイ
HDMIポート×1＊11、DisplayPort×2
（HDCP対応）
フェイス
通信関連
RJ45 LANコネクタ×1
サウンド関連
マイク入力：ステレオミニジャック×1＊12、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1＊13、
ライン出力：ステレオミニジャック×1
メモリカードスロット
SD
（SDHC/SDXC）
メモリカードスロット×1＊30
ベイ
内蔵3.5型ベイ
1スロット
（HDD選択時占有済）
＊25
PCI Express x1
［空き］
1スロット
（Low Proﬁle）
［1］
PCI Express x16
＊25
1スロット
（Low Proﬁle）
［1］
スロット
［空き］
拡張スロット （最大x4モード）
PCI Express x16
（最大x16モード）
スロット

＊25 (グラフィックボードで占有済)
1スロット
（Low Proﬁle）

AC100V 〜 240V±10%、50/60Hz
（入力波形は正弦波のみをサポート）
［電源コードは日本国内向け
（AC100V用）
を添付］

電源＊14
消費電力＊15
（最大構成時＊16）

Windows 10 Pro
for Workstations

約17W
（約264W）

皮相電力＊15
Windows 10 Pro
（最大構成時＊16）
for Workstations
エネルギー消費効率
Windows 10 Pro
（2022年度
for Workstations
＊17
省エネ達成率）
電波障害対策

約28VA
（約267VA）
16区分 77.1Wh/年
（AAA）
VCCI ClassB
89
（W）
×310
（D）
×340
（H）
mm
（スタビライザ含まず）
、
＊26
216
（W）
×310
（D）
×345
（H）
mm
（スタビライザ含む）
約4.9㎏
10 〜 35℃、20 〜 80%
（ただし結露しないこと）
Windows 10 Enterprise 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット
サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、エアデフレクター、保証書 他

＊18
外形寸法
（本体）
＊19
質量
（本体）
温湿度条件
ドライバ提供対象OS＊20＊21
主な添付品

再セットアップ用媒体＊22

選択しない場合は、HDD/SSD内のバックアップイメージを外部媒体に書き出すことも可能
NVIDIA® Quadro® P620
（オンボードメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有、
Mini DisplayPort×4、最大解像度/表示色：7,680×4,320＊29/1,677万色）
最大10,153MB 〜 34,729MB
（ビデオRAMはメインメモリ及びグラフィックボード上のメモリを使用します。）
16GB×1 ECC DDR-4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×1＊28
16GB×2 ECC DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×2＊27＊28
16GB×4 ECC DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×4＊27＊28
Wi-Fi 6
（2.4Gbps）
対応
（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
、Wi-Fi DirectTM準拠、Bluetooth® Smart Ready
（Ver5）
約1TB＊24、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応

グラフィックボード

セレクションメニュー

メモリ＊23
通信機能

ビデオRAM＊3
16GB
32GB
64GB
無線LAN/Bluetooth®
1TB HDD
暗号化機能付
512GB SSD
＋1TB HDD

記憶装置

約512GB SSD＊24、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
+約1TB HDD＊24 7,200rpm、Serial ATA/600、
SMART機能対応

Mini DisplayPort-DisplayPort
変換アダプタ
光学ドライブ
USB109キーボード
キーボード・マウス
&USBレーザーマウス

＊1：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
＊2：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
＊3：ビデオRAMの容量は、本機のハードウェア構成、
ソフトウェア構成などにより
変わります。
＊4：ディスプレイの最大解像度により小さい解像度を選択した場合、
文字や線な
どの太さが不均一になることがあります。
＊5：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続する
ディスプレイ、
またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
＊6：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
＊7：音源再生には外付スピーカを搭載したディスプレイが必要です（本体ライン
出力端子使用）
。
＊8：USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0
はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。
＊9：接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps
（理論値）
、USB
3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps
（理論値）
、USB 2.0対応機器の
転送速度は最大480Mbps
（理論値）
です。
＊10：映像、音声信号出力は行えません。
＊11：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、
HDMIポートに接続した機器
に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があり
ます。
＊12：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推
奨します。
＊13：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）
、
スマートフォン用ヘッドフォ
ンマイク（4極ミニプラグ）
が使用できます。パソコン用マイクとして市販され
ているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
＊14：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
＊15：メモリ16GB、HDD 1TB、
DVDスーパーマルチドライブ、USBレーザーマウ
スの構成で測定しています。
＊16：最大構成時の値は、
セレクションメニューで選択可能な最大構成
（ディスプ
レイを除く）
に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で
算出した値です。
＊17：エネルギー消費効率とは、JIS C62623
（2014）
に規定する方法により測
定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成
率100%以上110%未満、
AAは達成率110%以上140%未満、AAAは
達成率140%以上を示します。
また達成率が100%未満の場合は達成率
をそのまま%で表示しています。
＊18：縦置時の足以外の突起物は含みません。
＊19：メモリ16GB、HDD 1TB、
DVDスーパーマルチドライブの構成での質量で
す（キーボード、
マウスの質量は含みません）
。P620グラフィックボード搭載
時の質量は、
+約115gとなります。
＊20：提供しているドライバはWindows 10 version 20H2、2004 、
1909にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライ
バは、お客様環境での動作を 保証するものではありません。使用す
る環境により動作しない場合がありま す。ご利用にあたっては、事
前にお客様による十分な評価をお願いします。
＊21：
ドライバは本体に添付していません。https://jpn.nec.com/bcp/→［サ
ポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア 」のドライバ提供対象OSに順次
掲載します。なお、
ドライバを利用する際に、
インストール/添付アプリケー
ションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必
ずご購入前に、
「ご利用前に必ずお読みください 」
をご覧になり、制限事項
を確認してください。
＊22：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セッ
トアップ用媒体は下記にて販売しています。
メディアオーダーセンター https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/
＊23：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す
必要がある場合があります。
＊24：ユーザが使用可能な領域は、1パーテーションとなり、NTFSでフォーマット
済みです。
＊25：搭載可能なボードサイズは69
（W）
×150
（D）
mm以内となります。
＊26：エアデフレクター装着時は、310
（D）
mmが373
（D）
mmとなります。
＊27：デュアルチャネルに対応します。
＊28：メモリバス2,666MHz
（PC4-21300）
で動作します。
＊29：最大解像度を表示するには、対応モニタが必要です。
＊30：著作権保護機能（CPRM）
には対応していません。
「マルチメディアカード
（MMC）
」、
「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I 」
に対応していません。実際のデータ転送速度はBusインターフェイス速度
および使用するSDメモリカードの性能や使用状態により異なります。

Mini DisplayPort-DisplayPort変換アダプタ、本体に2本標準添付
DVDスーパーマルチドライブ
JIS標準配列
（英数、かな）
、109キーレイアウト、
テンキー付き、USBインターフェイス、
外形寸法：472(W)×179(D)×47(H)mm、質量：約1.1㎏、USBマウス
（レーザー式、チルトホイール付き）
添付

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。●画面ははめ込み合成で、
変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●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。●本カタログに記載のハードウェア仕様、
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
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
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。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●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。
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、
対応したすべ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。●Mate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。●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。●DVD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
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
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、
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。●本商品
（ソフトウェアを含む）
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
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://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html）
をご覧ください。●埋め込み型心臓
［NEC UltraCareSM International Service］
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製品を電源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
（https://jpn.nec.com/bpc/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、
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。詳細はホームページ
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。詳細はホームページ
（https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/haiki.html）
をご参照くだ
さい。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、
弊社の希望小売価格
（税別）
または標準料金
（税別）
を掲載しており、
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。●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
ができませんのであらかじめご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、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いただく必要があります。
■正式名称 ●インテル® AMT：インテル® Active Management Technology
インテル vPro、vPro Inside、Xeon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。
・Microsoft、Windows、Internet Explorer、
およびWindowsの
■商標 ・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、
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。
・NVIDIA、NVIDIAのロゴ、Quadroは、米国または他国のNVIDIA Corporationの商標および/または登録商標です。
・Wi-Fi、
Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
・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。
・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。
・DeviceLockは、DeviceLock,Inc.の登録商標です。
・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。
・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。

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因とな

安全に関する ることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境に
よって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。
ご注意
商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC Mate WS情報発信サイト

https://jpn.nec.com/bpc/workstation/
商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
121コンタクトセンター

フリーコール

0120-977-121＊

受付時間 … 9：00〜17：00

※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
（ナビダイヤル）
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 https://support.nec-lavie.jp/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 https://support.nec-lavie.jp/121cc/ をご覧ください。

日本電気株式会社

〒108-8001

東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

このカタログは
FSC®（森林認証用紙）
および植物油インキを

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

使用しています。
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