ご提供内容（セット販売）
テレワーク端末、クラウドサービス、導入・運用サービスをセットでご提供します。さらに、保証内容の拡張サービスをはじめ、より長く
お使いいただくためのオプションもご用意しています。

クラウドサービス
●

Chromebook Y3
（Wi-Fiモデル）
● Chromebook Y2
（Wi-Fiモデル）
●

●

導入・運用サービス

Chromebook 保守パック

●

Chrome Enterprise
Upgrade
(管理コンソール)

●
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●

(リモートアクセスサービス)

その他

●

設定代行サービス
端末登録サービス

運用支援サービス

●
●
●
●

バッテリ交換サービス

NECPCプレミア延長保証サービス
外付けディスプレイ

私 の 新 しい

端末

テレワ ー ク

オプション

スタ イ ル ︒

標準構成

モバイルルータ など

NEC Chromebook For テレワーク の詳細を動画でご紹介
初めてのお客様でも、Chromebook をスムーズに
テレワークに導入・運用いただくために、解説の動画を
ご用意しました。

NEC Chromebook For テレワーク
https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/cb-telework/index.html

NEC Chromebook Y2/Y3
テレワークにおすすめ Celeron® プロセッサー搭載

●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●はめ込み画像はイメージです。●本製品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、
日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。詳しくは、マニュアルまたは各製品に添付しております注意書きをご参照ください。●Google、Chrome、Chrome OS、Chromebook、Chrome Enterprise Upgradeは
Google LLC の商標です。●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、Celeron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。●記載の製品名および会社名は、
各社の商標または登録商標です。

Chromebook とは?

お問い合わせは、下記URLの問合せメールフォームへ

https://jpn.nec.com/bpc/cb-tel/
Chromebook Y2/Y3については

NEC Chromebook for テレワーク

商品のご購入に関するご質問・ご相談にお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。
または03-6670-6000。
（通話料お客様負担）
0570-000-121（ナビダイヤル）
※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NEC LAVIE公式サイト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/my/ をご覧ください。

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。

日本電気株式会社

〒108-8001

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

2021年9月現在
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インテル® Celeron®
プロセッサー搭載

NEC Chromebook Y2/Y3
テレワークにおすすめ Celeron® プロセッサー搭載

Chromebook とは?
クロームブック

作業スピードと使い勝手を重視した、新しいタイプのノートパソコンです。
Chromebook は Google が開発した
「 Chrome OS 」
を採用。
クラウドファーストのオペレーティングにより、柔軟な働き方が可能です。
また、企業利用においては管理コンソール
（ Chrome Enterprise Upgrade ）
の活用で、
端末の導入や運用管理の負担を軽減できます※。
NEC Chromebook Y3

※ご利用にはインターネット環境が必要です。

インテル® Celeron®
プロセッサー搭載

Chrome OS ってどういうもの?
Androidスマートフォンでお馴染みの Google が開発した独自OSです。
ほとんどの作業を
「 Google Chrome 」
というブラウザ上で実行します。

特長1

高速
特長2

手軽

クラウド型のMDM(管理コンソール)をご利用頂くことで、必要なアプリや設定を一括配信可能なため、端末1台1台への

安心

Chromebook は、
「多層防御」
の原則に基づいて複数の層で情報を保護。
いずれか1つの層が侵入を受けても他の層は引き続き機能することが可能です。

Chromebook のセキュリティ

Chromebook の起動は電源ONからわずか数秒。また、アプリの立ち上げや
Google クラウド上のファイルの読み込みも、従来のパソコンよりスピーディです。

必要な設定はブラウザ上で行うため、導入・運用負担も軽減

特長3

2

すばやい起動で操作もスムーズ

Chromebook のセキュリティ対策はどうなの？

インストールや設定作業は不要です。導入後の設定変更やOSのアップデート管理もゼロタッチで行うことが可能です。

クラウドを使ってデータを厳重に管理
Chromebook はクラウド上にデータを保存するので、デバイスの故障や紛失時にも
データの消失・漏えいリスクを軽減することが可能。また、バックアップも不要です。

1 サンドボックス化

2 確認付きブート

3 データの暗号化

Chromebook は個々のウェブページとアプリケーションが
「サンドボックス」
と呼ばれる
制限された環境で動作することにより、ウイルスに感染したページを開いたとしても、
他のタブ、アプリ、その他の要素に影響が生じることはなく、脅威は封じ込められます。
不正なソフトウェアがサンドボックスをすり抜けても、Chromebook は保護されます。起動
時に毎回、
「 確認付きブート」
というセルフチェックが行われ、システムで改ざんや破損が
検出された場合、自己修復によりオペレーティングシステムを新品同様の状態に戻します。
ウェブアプリの使用時、重要なデータはクラウドへ安全に保存。ダウンロードしたファイル、
Cookie、ブラウザのキャッシュファイルなどはパソコン上に置かれます。不正利用対策を
施したハードウェアを使ってデータを暗号化し、ファイルの不正アクセスを防止します。
3
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テレワークにおすすめ Celeron® プロセッサー搭載

Chromeｂook はどのように設定・管理するの？
管理コンソール
（ Chrome Enterprise Upgrade ）で一括設定・管理

バックグラウンドで使用していないほうのOSが自動更新され、再起動

アプリ利用制限等の設定/変更を遠隔から一括で設定が可能です。

時に数秒で更新を完了します。これにより、業務への影響を最小限に抑える

●管理コンソール 利用イメージ

ことができます。さらに問題がある場合は、管理者はクラウド上で一括で

法人向けの
永続ライセンス

デバイス/アカウント設定

Chromebook の
一括設定・
管理が可能

Chrome OS アップデート制御

クラウドから
端末をしっかり管理
２00以上の
カスタマイズ可能なポリシー

Chrome Enterprise Upgrade

作成／展開作業、もしくは端末1台1台への

ワイプが可能です。また、
リモートで端末の利用状況も確認できるため、安心して利用できます。

可能です。

利用者

インテル® Celeron®
プロセッサー搭載

4

アプリのインストール／設定作業なしに
テレワークを始めることが可能

インターネット

設定作業なしに端末を使い始めることが

ソフトの更新漏れによるセキュリティリスクを軽減します。

テレワーク等、社外利用時に万一紛失や盗難があっても、管理コンソールからリモートで端末をロック・

端末故障時の迅速な対応

接続／ログイン

アプリ
（アプリケーション）のインストール/

Chromebook は、サンドボックス化など標準のセキュリティ機能により、
ウィルス対策ソフトの導入が
不要です。これにより、ウィルス対策ソフトの更新にかかる負担が軽減されるとともに、ウィルス対策

万一の端末紛失や盗難でも安心

● Chromebook 導入イメージ

自 宅 / 外出先

ウィルス対策ソフトの更新運用が不要

一括で実行可能です。手間なくスピーディーに変更を反映できます。

ネットに接続し、ログインすることで、管理
に配信されます。管理者によるマスタ機の

NEC Chromebook Y2

導入後の設定変更・アプリの追加や更新は、
クラウド上の管理コンソールから管理者が

ゼロタッチで迅速かつ容易な端末導入が可能

コンソールから必要なアプリ・設定を自動的

ＯＳ更新を停止することも可能です。

導入後の設定変更や、
アプリの追加・更新が容易

Chromebook の導入時メリットは？
届いた Chromebook を利用者がインター

OSアップデートの運用・管理が容易
Chromebook は、
２つのＯＳ環境を保持しています。ＯＳアップデートは、

クラウド上の管理コンソールを利用することで、デバイスやアカウントの設定、アップデート制御、

アプリインストール制御

Chromebook の運用時メリットは？

端末故障時も利用者が代替端末や修理済端末をインターネットに接続し、端末にログインするだけで元の設定やアプリケー
クラウド

ションが復元されるため、手間なくすぐに業務利用が可能です。クラウドにデータを保管することにより、故障によるデータ消失
もありません。

必要なアプリ・設定を
自動的に配信

NEC Chromebook Y3

5
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NEC Chromebook Y2/Y3

使いやすさとタフさを装備した、
テレワークの頼れるパートナー。

テレワークにおすすめ Celeron® プロセッサー搭載

NEC Chromebook Y2/Y3
CPU

CPU

インテル®
Celeron ® プロセッサー
N4500

インテル®
Celeron ® プロセッサー
N4020

最大バッテリ駆動時間

最大バッテリ駆動時間

約11.0 時間※1

約11.2 時間※1

NEC Chromebook for テレワーク
端末・ツールはもとより、導入から運用支援まで。

セキュアかつ管理者負担の少ないテレワーク環境をワンストップでご提供。
NECが長年に亘り培ってきたシンクライアント端末の開発ノウハウと、GIGAスクール構想における Chromebook の
多くの導入実績をもとに、既存のお客様環境を活かしながら、
セキュアで迅速かつ初期費用を抑えたテレワークの導入を可能にします。

別売
デジタイザーペン
（収納・充電可能）

NEC Chromebook Y3

11.6型 ワイド

4GBメモリ

Chrome OS

オンボード

搭載

LEDバックライト

タッチパネル（静電容量方式）
1,366×768ドット HD

NEC Chromebook for テレワークなら

NEC Chromebook Y2

別売

32GB

フラッシュメモリ

1年目引取修理
サービス

●MDM（管理コンソール）Chrome Education Upgrade 買い切りツールライセンス
●3〜5年間ADP※2引取保証拡張（盗難対応）サービス ●3〜5年間引取修理保証サービス
●バッテリ交換サービス※3

※1：使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。使用時間はGoogle Chrome OS Power̲LoadTestを使用して測定されています。
※2：Accidental Damage Protection
（水こぼし、落下、火災、天災
（落雷等）
といった保証規定外で発生した災害や不良の事故にも備えます） ※3：本体と同時購入が必要です。

セキュア

簡単導入

安心運用

テレワークに必要なセキュリティを確保。
端末にデータが残らないので、
情報漏洩のリスクを低減できます。

テレワークに必要な
端末・クラウドサービス・セキュリティ設定を
ワンストップでご提供します。

社外に分散する端末のOS更新・設定変更を
少ない工数で反映可能。管理コンソールの
設定変更はNECが代行します。

●導入から運用までのサービス全体像

導入準備

特長

導入
（設定）

運用

管理コンソール設定

1 設定代行サービス

インテル® Celeron® プロセッサー搭載

テレワーク標準設定

管理コンソール設定

管理
コンソール

インターネット接続

普段使いはもちろんビジネスでも高いパフォーマンスを発揮します。

3 運用支援サービス
アップデート評価
サポートデスク対応

自動配信

テレワーク標準設定

用途にあわせて4つのスタイルで利用可能

リモートアクセス機能

端末設定

360°
回転する液晶ディスプレイによって、スタンドスタイル、テントスタイルもあわせて4つの形態で利用可能。
文章作成、Webや資料の閲覧など用途に応じてスタイルを変えることができます。

2 端末登録サービス

（管理コンソール
紐づけ設定）

テレワーク端末化

端末セキュリティ設定

※端末出荷時に設定

テレワーク実施

：NEC実施

：お客様実施

（自席PCをリモート操作）

※管理コンソールのドメインの所有権確認作業はお客様にて実施頂く必要があります。 ※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）
。

ノートPCスタイル

スタンドスタイル

テントスタイル

タブレットスタイル

1 設定代行サービス

製品の詳細は下記をご覧ください
https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/cb-telework/y3/spec.html
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●事前設計済みの標準環境をご利用いただくことで、
テレワーク環境の設計・導入負担を軽減します。
※ご参考資料。詳細は、総務省発行の資料をご覧ください。

外出先でも長く使える最大約11.0時間※のバッテリ駆動
※NEC Chromebook Y2は最大約11.2時間となります。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。使用時間はGoogle Chrome OS Power̲LoadTestを使用して測定されています。

●総務省のガイドライン※に準拠し、
セキュアにテレワークを行う端末設定を行います。

2 端末登録サービス
3 運用支援サービス

端末を管理コンソールで一括管理するための準備作業を代行し、
お客様の指定納品先にお届けします。
OSアップデートの影響確認と管理コンソールの設定変更に加え、
端末ご利用者向けサポートデスクにより、情報システム部門の運用負担を軽減します。

7

NEC Chromebook Y2/Y3

使いやすさとタフさを装備した、
テレワークの頼れるパートナー。

テレワークにおすすめ Celeron® プロセッサー搭載

NEC Chromebook Y2/Y3
CPU

CPU

インテル®
Celeron ® プロセッサー
N4500

インテル®
Celeron ® プロセッサー
N4020

最大バッテリ駆動時間

最大バッテリ駆動時間

約11.0 時間※1

約11.2 時間※1

NEC Chromebook for テレワーク
端末・ツールはもとより、導入から運用支援まで。

セキュアかつ管理者負担の少ないテレワーク環境をワンストップでご提供。
NECが長年に亘り培ってきたシンクライアント端末の開発ノウハウと、GIGAスクール構想における Chromebook の
多くの導入実績をもとに、既存のお客様環境を活かしながら、
セキュアで迅速かつ初期費用を抑えたテレワークの導入を可能にします。

別売
デジタイザーペン
（収納・充電可能）

NEC Chromebook Y3

11.6型 ワイド

4GBメモリ

Chrome OS

オンボード

搭載

LEDバックライト

タッチパネル（静電容量方式）
1,366×768ドット HD

NEC Chromebook for テレワークなら

NEC Chromebook Y2

別売

32GB

フラッシュメモリ

1年目引取修理
サービス

●MDM（管理コンソール）Chrome Education Upgrade 買い切りツールライセンス
●3〜5年間ADP※2引取保証拡張（盗難対応）サービス ●3〜5年間引取修理保証サービス
●バッテリ交換サービス※3

※1：使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。使用時間はGoogle Chrome OS Power̲LoadTestを使用して測定されています。
※2：Accidental Damage Protection
（水こぼし、落下、火災、天災
（落雷等）
といった保証規定外で発生した災害や不良の事故にも備えます） ※3：本体と同時購入が必要です。

セキュア

簡単導入

安心運用

テレワークに必要なセキュリティを確保。
端末にデータが残らないので、
情報漏洩のリスクを低減できます。

テレワークに必要な
端末・クラウドサービス・セキュリティ設定を
ワンストップでご提供します。

社外に分散する端末のOS更新・設定変更を
少ない工数で反映可能。管理コンソールの
設定変更はNECが代行します。

●導入から運用までのサービス全体像

導入準備

特長

導入
（設定）

運用

管理コンソール設定

1 設定代行サービス

インテル® Celeron® プロセッサー搭載

テレワーク標準設定

管理コンソール設定

管理
コンソール

インターネット接続

普段使いはもちろんビジネスでも高いパフォーマンスを発揮します。

3 運用支援サービス
アップデート評価
サポートデスク対応

自動配信

テレワーク標準設定

用途にあわせて4つのスタイルで利用可能

リモートアクセス機能

端末設定

360°
回転する液晶ディスプレイによって、スタンドスタイル、テントスタイルもあわせて4つの形態で利用可能。
文章作成、Webや資料の閲覧など用途に応じてスタイルを変えることができます。

2 端末登録サービス

（管理コンソール
紐づけ設定）

・RemoteView

テレワーク端末化

端末セキュリティ設定

※端末出荷時に設定

テレワーク実施

：NEC実施

：お客様実施

（自席PCをリモート操作）

・ログイン制御（OTP）・アプリ利用制限
・ブラウザ接続先制限
・デバイス制限（USBなど）
・暗号化、リモートワイプ etc.

※管理コンソールのドメインの所有権確認作業はお客様にて実施頂く必要があります。 ※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）
。

ノートPCスタイル

スタンドスタイル

テントスタイル

タブレットスタイル

1 設定代行サービス

製品の詳細は下記をご覧ください
https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/cb-telework/y3/spec.html
6

●事前設計済みの標準環境をご利用いただくことで、
テレワーク環境の設計・導入負担を軽減します。
※ご参考資料。詳細は、総務省発行の資料をご覧ください。

外出先でも長く使える最大約11.0時間※のバッテリ駆動
※NEC Chromebook Y2は最大約11.2時間となります。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。使用時間はGoogle Chrome OS Power̲LoadTestを使用して測定されています。

●総務省のガイドライン※に準拠し、
セキュアにテレワークを行う端末設定を行います。

2 端末登録サービス
3 運用支援サービス

端末を管理コンソールで一括管理するための準備作業を代行し、
お客様の指定納品先にお届けします。
OSアップデートの影響確認と管理コンソールの設定変更に加え、
端末ご利用者向けサポートデスクにより、情報システム部門の運用負担を軽減します。
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ご提供内容（セット販売）
テレワーク端末、クラウドサービス、導入・運用サービスをセットでご提供します。さらに、保証内容の拡張サービスをはじめ、より長く
お使いいただくためのオプションもご用意しています。

標準構成

オプション

端末

クラウドサービス
●

Chromebook Y3
（Wi-Fiモデル）
● Chromebook Y2
（Wi-Fiモデル）
●

●

導入・運用サービス

Chromebook 保守パック

●

Chrome Enterprise
Upgrade
(管理コンソール)

●

RemoteView

●

(リモートアクセスサービス)

その他

●

設定代行サービス
端末登録サービス

運用支援サービス

●
●
●
●

バッテリ交換サービス

NECPCプレミア延長保証サービス
外付けディスプレイ

モバイルルータ など

NEC Chromebook For テレワーク の詳細を動画でご紹介
初めてのお客様でも、Chromebook をスムーズに
テレワークに導入・運用いただくために、解説の動画を
ご用意しました。

NEC Chromebook For テレワーク
https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/cb-telework/index.html

NEC Chromebook Y2/Y3
テレワークにおすすめ Celeron® プロセッサー搭載

●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●はめ込み画像はイメージです。●本製品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、
日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。詳しくは、マニュアルまたは各製品に添付しております注意書きをご参照ください。●Google、Chrome、Chrome OS、Chromebook、Chrome Enterprise Upgradeは
Google LLC の商標です。●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、Celeron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。●記載の製品名および会社名は、
各社の商標または登録商標です。

Chromebook とは?

お問い合わせは、下記URLの問合せメールフォームへ

https://jpn.nec.com/bpc/cb-tel/
Chromebook Y2/Y3については

NEC Chromebook for テレワーク

商品のご購入に関するご質問・ご相談にお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。
または03-6670-6000。
（通話料お客様負担）
0570-000-121（ナビダイヤル）
※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NEC LAVIE公式サイト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/my/ をご覧ください。

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。

日本電気株式会社

〒108-8001

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

2021年9月現在

Cat.No. APB775 2109001P

インテル® Celeron®
プロセッサー搭載

