Mate
2019年 4月

AMD Athlon™ PRO プロセッサー搭載モデル
メイト

タイプMX

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

タイプ

MX

AMD Athlon™ PRO プロセッサー採用。
充実のBTOメニューを用意したエントリーモデル

〈 MX-4 〉

POINT

GPU内蔵AMD Athlon™ PRO
プロセッサー

80 PLUS ブロンズ電源
®

コンパクト筐体

プロセッサーにはZENアーキテクチャー＊1に
より処理速度を向上させたAMD Athlon™
PROを採用。グラフィックス機能「Radeon™
Vega 3 Graphics」を搭載した、コストパ

希望小売価格：

152,500円（税別）～

フォーマンスに優れるAPU＊2です。
＊1：ZENアーキテクチャーにつきましてはAMD社のWebサイト
https://www.amd.com/ja/technologies/zen-core をご覧ください。
＊2：APUはGPU内蔵型を表すAMDの呼称です。

対応している主な機能

選択可能

マルチコア・
プロセッサー

ECOモード
設定

USB 3.1
×2ポート＊1

USB 3.0
×4ポート＊1

USB 2.0
×2ポート

シリアルポート

DeviceLock
Lite

ウイルス
検出・駆除

ハードディスク
データ消去＊3

セキュリティ
チップ

マルチ
ディスプレイ＊2

SSD

パラレルポート＊4

DisplayPortDVI変換アダプタ

DisplayPortHDMI変換アダプタ

●一部ディスプレイを除き、
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。

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）
ディスプレイ

1

24型３辺狭額縁 フルHD液晶
+73,000円
LCDE241N-CD2
21.5型３辺狭額縁 フルHD液晶
+63,000円
LCDE221N-CD2
21.5型高精細ワイド フルHD液晶
+53,000円
LCDAS224WMI-CD2
19型 SXGA液晶

+53,000円
LCDAS193MI-CD6

17型 SXGA液晶

+44,000円
LCDAS172M-CD6

MKP32/X-4
PC-MKP32XZG4

なし

（2019年4月発表商品）

108,500円

Windows 10 Pro 64ビット

＊1：USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
＊2：マルチディスプレイのご利用には、
PC本体のディスプレイ端子に対応した
ディスプレイのご用意が必要です。
＊3：ご利用の際には、
再セットアップ用媒体が必要です。
＊4：選択時はPCIスロットを占有します。

AMD Athlon™ PRO
200GE プロセッサー
（3.20GHz）

スタビ
ライザ

別売オプションで追加増設用の
液晶ディスプレイもご用意。
24型３辺狭額縁 フルHD液晶
+73,000円
LCDE241N-CF

合計メモリ

HDD/SSD
暗号化機能付
512GB SSD

2

+69,000円
PC-P-HAX514
暗号化機能付
256GB SSD

2

+280,000円
PC-P-MFX324
16GB

（8GB×2）

+38,000円
PC-P-HAX254
128GB SSD

32GB

（8GB×4）

2

+26,000円
PC-P-HSX124
1TB HDD
+24,000円
PC-P-HHX104
500GB HDD
+9,000円
PC-P-HHX504

+70,000円
PC-P-MDX164

光学ドライブ

筐体アクセントカラー

DVDスーパー
マルチドライブ
（薄型）
+10,000円
PC-P-C8XM24

インディゴ
ブルー

DVD-ROM
（薄型）
+3,000円
PC-P-C8XD24

8GB

（8GB×1）

+40,000円
PC-P-MSX804
8GB

（4GB×2）

+40,000円
PC-P-MDX804
4GB

（4GB×1）

+30,000円
PC-P-MSX404

21.5型３辺狭額縁 フルHD液晶
+63,000円
LCDE221N-CF
21.5型高精細ワイド フルHD液晶
+53,000円
LCDAS224WMI-CF
19型 SXGA液晶

+53,000円
LCDAS193MI-CF5

17型 SXGA液晶

+44,000円
LCDAS172M-CF5

1 ：ディスプレイ仕様は、https://jpn.nec.com/bpc/mate/

→〔グラフィック/ディスプレイ〕
→
〔ディスプレイ仕様一覧〕
をご覧ください。

2 ：PCIe規格のSSD。

3 ：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。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の
「ドライバ提供対象OS」
および注釈をご覧ください。

2

+1,000円
PC-P-ACXBL4

マルチディスプレイ＊に対応可能

インストール/添付される主なソフトウェア

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が

●NECでは★印のソフトウェア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窓口一覧 」
をご覧ください。

可能。複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディス

◆：プリインストール＆専用添付品 ◎：プリインストール ○：標準添付品セット選択時に添付 □：添付またはHDD/SSDに格納 −：なし

プレイ＊機能を利用できます。
■3面マルチディスプレイ利用時のPC本体のディスプレイ端子
•アナログRGB×1 •DisplayPort×2
（セレクションの変換アダプタでDVI-DまたはHDMIに変換可能）

インストールOS

※Mateとディスプレイ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。
添付/
インストールソフトウェア

マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で
セレクションメニュー別

マイク端子・ヘッドフォン端子を本体前面に配置。

省電力設計でPCの消費電力を抑制
負荷率50%時、
変換効率85%以上を実現する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。
AC/DC変換時の電力ロスを抑え、
省電力化に貢献します。

光学ドライブ

シリアルポート

アナログRGB
USB 3.1
×2ポート

DisplayPort
PS/2ポート

USB 3.0
×4ポート

シリアルポートなど、豊富なイン
ターフェイスを装備。
また、パラレ

PCI Express
x16
（x4接続）
スロット

USB 2.0
×2ポート

ルポートをセレクションメニュー
に用意し、既存機器との接続や業

PCI Express
x1スロット
パラレルポート、
PCIスロット
（パラレルポート
選択時、
パラレル
ポートで占有）

PCI Express
x1スロット

務データの継承を支援します。

DVDスーパーマルチドライブ
選択時
DVD-ROM 選択時

◎

Microsoft® Edge および Internet Explorer 11

★

◎
□

NEC Authentication Agent

★

○

DeviceLock Lite

★

○

パーティション設定ツール

★

○

★

◎

ECOモード設定

CyberLink

PowerDVD＊6

□

CyberLink

Power2Go＊7＊20

◆
□

CyberLink PowerBackup

□

CyberLink PowerDVD＊6
USB Mouse Wheel DriverUtility

ウイルスバスター クラウド™
ライセンス 選択時＊8

ウイルスバスター クラウド™
ライセンス 1年版 または 3年版

□

Microsoft Office Professional 2019＊10＊21

◎

Microsoft Office Home & Business 2019＊10＊21

◎

Microsoft Office Personal 2019＊10＊21

◎

Office Professional 2019 選択時
Office Home & Business 2019
選択時

★

◎

USBレーザーマウス 選択時

Office Personal 2019
選択時

コンパクトな筐体に豊富なインターフェイス

USBポート、
PCI Expressスロット、

★

PC設定ツール＊21

USB 3.1ポートを含む4つのUSBポートに加え、

3.1×2ポ ートを はじめ 計8つ の

〈MX-4〉

Windows 10 Pro 64ビット＊1＊2
ウイルスバスター クラウド™＊4

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。
フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

高速なデータ転送が可能なUSB

タイプMX

モデル

＊
：マルチディスプレイをご利用いただくには、
PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

＊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。
＊2：Windows 10,Version 1809を適用しています。
＊4：最新の脅威に対抗するには、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。
＊6：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です。
＊7：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。
＊8：3台
（1台にOSが１つの場合）
まで利用可能です。対策したいすべての装置が同一個人、
同一世帯または同一法人でのご利用の場合に限
ります。
ライセンスの管理にはユーザ登録が必要です。
＊10：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証
（プロダクトアクティべーション）
が必要となります。32ビット版がプリインス
トールされています。再セットアップ媒体からの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。64ビット
版のご使用には、64ビット版のOfficeの再インストールが必要です。製品には再インストールのためのメディアは添付されません、ご購入
PCでライセンス認証いただくためのプロダクトキーが添付されています。再インストール用のモジュールは、
インターネット上の専用サイトか
ら入手する必要があります。
＊20：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。
＊21：UWPアプリ版がプリインストールされています。

HDD/SSD
利用可能領域
について

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMX〈MX-4〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

利用可能なHDD/SDD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
（64ビット）
：約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

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
（シルバー）
+5,000円
PC-P-KBX1L4

インターフェイス
パラレル
ポート
+2,000円
PC-P-EUXPB4
なし

USB
109キーボード
&
USB
レーザーマウス
（シルバー）
+4,000円
PC-P-KBEUL4
USB
109キーボード
&
USB
光センサーマウス
（ホワイト）
+3,500円
PC-P-KBEUH4
PS/2
109キーボード
&
USB
光センサーマウス
（ホワイト）
+3,000円
PC-P-KBXPH4
なし

変換アダプタ
DisplayPort-DVI
変換アダプタ
（1本）
+2,000円
PC-P-KEED14
DisplayPort-DVI
変換アダプタ
（2本）
+4,000円
PC-P-KEED24
DisplayPort-HDMI
変換アダプタ
（1本）
+3,500円
PC-P-KEEH14
DisplayPort-HDMI
変換アダプタ
（2本）
+7,000円
PC-P-KEEH24
なし
※19型、17型液晶選択時で
デジタル接続をしたい場合
はDisplayPort-DVI変換
アダプタが必要となります。

アプリケーション
Office Professional 2019
+119,000円
PC-P-APEPR4
Office Home & Business 2019
+42,900円
PC-P-APEHB4
Office Personal 2019
+39,600円
PC-P-APEXE4
Office Home & Business 2019
+
ウイルスバスター クラウド＊ 3年
+74,900円
PC-P-APET34
Office Home & Business 2019
+
ウイルスバスター クラウド＊ 1年
+56,900円
PC-P-APET14
Office なし
+
ウイルスバスター クラウド＊ 3年
+32,000円
PC-P-APEV34
Office なし
+
ウイルスバスター クラウド＊ 1年
+14,000円
PC-P-APEV14

添付品セット/再セットアップ用媒体
標準
添付品セット＊

サービス&サポート

Windows 10 Pro
64ビット版

＋ 再セットアップ用DVD

+4,000円
PC-P-BCX164

+1,000円
PC-P-KTX164
ミニマム
添付品セット＊
+1,000円
PC-P-KAZ164

再セットアップ用

3

再セットアップ用

3

＋ DVD なし
＋ DVD なし

引取標準保証拡張G6
［5年間引取修理専用］

+28,000円
PC-P-EX5AK4

標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］
（ディスク返却不要サービス付）

+55,800円
PC-P-EX5EK4

標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］
（ディスク返却不要サービス付）

+39,400円
PC-P-EX4EK4

標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］
（ディスク返却不要サービス付）

+28,000円
PC-P-EX3EK4

標準保証拡張G6
［5年間翌営業日出張修理］

+31,500円
PC-P-EX5HK4

＊
：添付品セットについて詳しくは
https://jpn.nec.com/bpc/mate/
→
〔環境対応〕
をご覧ください。

標準保証拡張G6
［4年間翌営業日出張修理］

+21,000円
PC-P-EX4HK4

※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
［3年間翌営業日出張修理］

+13,500円
PC-P-EX3HK4

動産総合保険付標準保証拡張G7
［5年間引取修理専用］

+29,000円
PC-P-EX5DK4

動産総合保険付標準保証拡張G7
［4年間引取修理専用］

+21,000円
PC-P-EX4DK4

動産総合保険付標準保証拡張G7
［3年間引取修理専用］

+13,000円
PC-P-EX3DK4

5年パーツ保証拡張G6

+10,000円
PC-P-EX5PK4

4年パーツ保証拡張G6

+6,000円
PC-P-EX4PK4

3年パーツ保証拡張G6

+3,000円
PC-P-EX3PK4

なし
＊
：本ぺージ右上
「インストール/添付される主なソフトウェア」
注釈＊8をご覧ください。

なし
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →
〔サポート情報〕
タブ
→
〔保守・保証・動産総合保険〕
をご覧ください。

■液晶ディスプレイに関するご注意

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/page_ﬁle/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

ビジネスに適した Windows 10 Pro。
3

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、
オペレーティングシステム、
アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
＊3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
＊4：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。
インストールOS
Windows 10 Pro 64ビット
＊5：ビデオRAMは、
メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、
ソフトウェア構
AMD Athlon™ PRO 200GE プロセッサー
APU＊9
成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオ
クロック周波数
3.20GHz
RAM容量が変化します。
また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデ
コア数/スレッド数
2/4
オRAMは異なります。
キャッシュメモリ
3次
4MB
＊6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。
（本
メモリバス
2,666MHz
体ライン出力端子使用）
＊8：USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
チップセット
AMD B450 チップセット
＊9：APUはGPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
セキュリティチップ
TPM
（TCG v2.0）
＊13：メモリ4GB、
HDD 500GB、
DVDスーパーマルチドライブ、
USB光センサーマウス
最大メモリ
（メインメモリ）
32GB［DIMMスロット×4］
の構成で測定しています。
グラフィックアクセラレータ
Radeon™ Vega 3 Graphics
（APU＊9に内蔵）
＊14：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を
＊5
最大2,268MB ～ 16,860MB
ビデオRAM
省エネ法で定める複合理論性能（ギガ演算）
で除したものです。省エネ基準達成
最大1,677万色＊3
（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、
率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%
アナログRGB
1,280×1,024〈SXGA〉1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
未満、AAAは達成率500%以上を示します。
表示色
（解像度）
最大1,677万色＊3
（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、
＊4＊29
＊15：メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です
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〉）
DisplayPort
（キーボード、
マウスの質量は含みません）
。
※Displayport-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3840×2160<QFHD>未サポート。
＊16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
＊6
（ステレオPCM録音再生機能、
ソフトウェアMIDI音源）
音源/サウンド機能
インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
＊17：提供しているドライバは、Windows 10, version 1809にてインストール手順の確
通信機能
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On
（Wake on LAN）
機能対応
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
USB 3.1
（本体前面×2＊25）
、USB 3.0
（本体前面×2、本体背面×2）
、USB 2.0
（本体背面×2）
USB＊8
前にお客様による十分な評価をお願いします。
［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］
＊18
：
ドライバは本体に添付していません。
https://jpn.nec.com/bpc/
→［サポート
シリアル
RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応
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
セレクションメニューにより選択可能
パラレル
インター
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
ディスプレイ
DisplayPort×2
（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D
（シングルリンク）
またはHDMIに変換可能）
、
ミニD-sub15ピン×1
フェイス
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
PS/2
ミニDIN6ピン×2 装備
［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］
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。
通信関連
RJ45 LANコネクタ×1
＊22：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に加え、
拡張ポー
マイク入力：ステレオミニジャック×2＊38、
ライン出力：ステレオミニジャック×1
ト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。
サウンド関連
ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1
＊25：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
ベイ
内蔵3.5型ベイ
［空き］
1スロット
（HDD選択時占有済）
［−］
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
）1］
（パラレルポート選択時パラレルポートで占有済)
PCIスロット
［空き］
1スロット
（Low Profile＊31［
最大480Mbps
（理論値）
です。
拡張
）2］
PCI Express x1スロット
［空き］
2スロット
（Low Profile＊31［
＊26：CPUのCTP値が200000を超える為、
本製品は省エネ法の対象外となります。
スロット
1スロット
（Low Profile＊31［
）1］
PCI Express x16スロット(x4接続)［空き］
＊29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太
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＊50
さが不均一になることがあります。
（最大構成時＊22）
約19W
（約185W）
消費電力＊13
＊31：搭載可能なボードサイズは、PCIスロット：64.5
（W）
mm×145
（D）
mm以内 、PCI
Expressスロットの場合：68.9
（W）
mm×145
（D）
mm以内、
となります。
皮相電力＊13
（最大構成時＊22）
約19VA
（約191VA）
＊26
＊14
＊37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
−
エネルギー消費効率
（2011年度省エネ達成率）
＊38：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。
電波障害対策
VCCI ClassB
＊50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
外形寸法＊16
89
（W）
×291
（D）
×340
（H）
mm
（スタビライザ含まず）
、217
（W）
×291
（D）
×349
（H）
mm
（スタビライザ含む）
＊52：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
＊15
質量
約5.2kg
用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ をご参照ください。
温湿度条件
10 ～ 35℃､20 ～ 80%
（ただし結露しないこと）
＊55
：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
ドライバ提供対象OS＊17＊18
Windows 10 Enterprise 64ビット＊37/Education 64ビット＊37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
ある場合があります。
サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他
主な添付品
＊57：デュアルチャネルに対応します。
＊58：ユーザが使用可能な領域は、
１パーティションとなり、
NTFSでフォーマット済みです。
再セットアップ用媒体＊52
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上
4GB
DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1
部、
または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧くだ
8GB
DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×2＊57
メモリ
さい。
8GB
DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×1
タイプMX〈MX-4〉

型名

MKP32/X-4

表示機能

＊55

セレクションメニュー

16GB
32GB
500GB HDD
1TB HDD
128GB SSD
記憶装置
暗号化機能付 256GB SSD
暗号化機能付 512GB SSD
DisplayPort-DVI変換アダプタ
DisplayPort-HDMI変換アダプタ
パラレルポート
光学ドライブ

DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×2＊57
DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×4＊57
約500GB＊58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
約1TB＊58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
約128GB＊58、PCIe、SMART/Health Information機能対応
約256GB＊58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
約512GB＊58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
DisplayPort-DVI変換アダプタ
（シングルリンク）
。1本 または 2本
DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1
（PCIスロットを占有）
DVD-ROMドライブ、
またはDVDスーパーマルチドライブ

キーボード・マウス

PS/2 109キーボード
& USB光センサーマウス

JIS標準配列
（英数､かな）
、109キーレイアウト、
テンキー付き、PS/2インターフェイス、
外形寸法：456
（W）
×169
（D）
×40
（H）
mm、質量：約0.9kg、USBマウス
（光センサー式、スクロールホイール付き）
添付

PS/2 テンキー付き小型キーボード
& USBレーザーマウス

JIS標準配列
（英数､かな）
、
テンキー付き、PS/2インターフェイス、
外形寸法：384
（W）
×154
（D）
×36
（H）
mm、質量：約0.8kg、USBマウス
（レーザー式、チルトホイール付き）
添付

USB 109キーボード
& USB光センサーマウス

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1.1kg、USBマウス
（光センサー式、スクロールホイール付き）
添付

USB 109キーボード
& USBレーザーマウス

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1.1kg、USBマウス
（レーザー式、チルトホイール付き）
添付

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

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。●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。●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。
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。●本商品では、
1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●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。●バッテリ駆動で使用する場合、
使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えて
います。●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上がらない時な
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ん。
これら設備
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、
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
［NEC
UltraCareSM International Service］
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://jpn.nec.com/bpc/）
をご覧ください。●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、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。
■商標 ・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、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。
・PS/2はIBM社の商標です。
・AMD, AMD Arrowロゴ、
ならびにその組み合わせ、
および、AMD社ウェブサイトの商標情報
（Trademark Information）
のページに掲載されたその他の商標は
（但しこれらに限定されません）
、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
・楽天Edyは、楽天
・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国における
Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。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。
RSUPPORT株式会社の商標です。
・DeviceLockは、DeviceLock,Inc.の登録商標です。
・MultiSync,ViewLight,SQUARE SHOTは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。
・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。

安全に関するご注意

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。バッテリは消耗品
です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、
「バッテリ交換サービス」
をご利用ください。

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 ビジネスPC情報発信サイト

https://jpn.nec.com/bpc/

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。
（ナビダイヤル）
または03-6670-6000。
（通話料お客様負担）
0570-000-121
※所定休業日があります。詳細は http://121ware.com/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 http://121ware.com/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
使用しています。

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。

2019年4月現在

Cat.No. APB667

19042001PP

