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教育機関様向けタブレットPC
バーサプロ

（文教モデル）
タイプVU

学ぶための障壁を取り払う

様々な授業でも使いやすい機能性を備えた
10.1型軽量タブレットPC
10.1
耐落下（76cm）
＆
面耐圧150kgf
クラス＊2

約640g＊1の
ファンレス
軽量ボディ

型 ワイド
LEDバックライト

タッチパネル（静電容量方式）
デジタイザーペン〈充電式〉
1,920×1,200ドット WUXGA

バッテリ駆動
最大
約13.6時間＊3

＊1：最軽量時の質量です。
＊2：机の高さ76cmからの落下試験、天面全体への面加圧試験を実施。
装置の無破損・無故障を保証するものではありません。
＊3：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法
（Ver.2.0）
に基づいて測定しためやす時間です。

希望小売価格：

94,000円（税別）～

授業内容に応じたスタイルで利用可能

児童でも扱いやすい軽量＆コンパクト設計
小中学校の児童や生徒の手でも扱

児童でも装着できるデタッチャブルキーボードは、

いやすい約640g＊の軽さに加え、学

タイピングの授業などにも活用可能。埃や水滴など

校の机などで教科書やノート類と一

からPC本体を守る防塵防滴規格IP42準拠に対応。

緒に置いても邪魔にならないコンパ

屋外での利用時も安心して学習に取り組むことが

クトなボディです。

できます。

デタッチャブル
キーボード装着時

タブレット
利用時

＊
：最軽量時の質量です。

子どもたちが安心して使えることを想定した仕様

約15秒の充電＊2で約90分利用可能なデジタイザーペン

本体にペン収納が可能

液晶には高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスを採用。どの

手を液晶画面に置きながら使えるデジタイザーペンは、鉛筆でノートに

本体収納時にペンを充電

方向からも見やすい広視野角液晶なので、グループ学習にも適して

書くように細かい文字や“はね”
“はらい”も認識可能＊1。また、使わない

います。また、天面全体への耐150kgfクラスの堅牢性と、学校の机

時は本体に収納できて便利です。さらに、本体収納と同時に約15秒で充

の高さを想定した76cmの高さから落下させてフラッシュメモリの

電＊2ができ、約90分の利用が可能です。

データに破損がないことを確認するテスト＊を実施しています。

＊1：ソフトウェアが筆圧感知に対応している必要があります。 ＊2：電源ONしている場合。

＊：本体、
フラッシュメモリの無破損・無故障を保証するものではありません。

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）
合計メモリ/フラッシュメモリ/通信機能/セキュリティ機能
PC-VKF11U1E9、PC-VKF11U1V9のみ選択可能

4GB

（オンボード）

+13,500円
PC-K-MAUMM9

VKF11/U1-9

デジタイザーペン

（2021年2月発表商品）

Windows 10 Pro
（National Academic only)

PC-VKF11U1D9

47,900円

PC-VKF11U1E9

Windows 10 Pro
47,900円 （National Academic only)

PC-VKF11U1V9

61,900円

Windows 10 Pro

10.1型ワイド
WUXGA液晶

インテル®
Celeron®
プロセッサー
N4120
（1.10GHz）

リチウムイオン
1
バッテリ
（内蔵固定）
小型軽量ACアダプタ
（USB-C）

＋

128GB
フラッシュメモリ

+44,000円
PC-K-HFU1B9

無線LAN
（IEEE802.11ax）
& Bluetooth®

＋

+3,000円
PC-K-NWU2B9

＋

内蔵指紋
センサ＊
+3,000円
PC-K-FVUBE9

マウス
USB
レーザー
マウス
（シルバー）

+9,000円
PC-K-KBUBK8
拡張クレードル

＊：SecureFinger
（別売）
の利用はできません。
また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

+25,000円
PC-K-KBUBD8

PC-VKF11U1D9、PC-VKF11U1V9のみ選択可能

4GB

（オンボード）

+13,500円
PC-K-MAUMS9

＋

64GB
フラッシュメモリ

+28,600円
PC-K-HFU6B9

無線LAN
（IEEE802.11ax）
& Bluetooth®

＋

+3,000円
PC-K-NWU2B9

＋

デタッチャブル
キーボード
＋
拡張クレードル

なし

+4,000円
PC-K-PDSUL9

USB
光センサー
マウス
（ブラック）

+3,000円
PC-K-PDSUH9
なし

+34,000円
PC-K-KBUBC8

Webカメラ

※小中高等学校以外の文教市場のお客様は、PC-VKF11U1V9をご選択ください。

キーボード
デタッチャブル
キーボード

なし

バッテリ交換サービス2
（引取）

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＊。

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス
（有償）
をご用意。交換時にPC本体の
内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。
型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円
（税別）
交換サービスの詳細はこちら

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

1 ：バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要と
なります。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

24型
３辺狭額縁
フルHD液晶
+73,000円
LCDE241N-CF3

2

+63,000円
LCDE221N-CF3

21.5型
フルHD液晶
+53,000円
LCDAS224WMI-CF3

19型
SXGA液晶

17型
SXGA液晶

+57,000円
LCDAS194MI-CF

+50,000円
LCDAS173M-CF

＊
：接続にはHDMIケーブルが必要です。

2 ：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。

・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。

警告

21.5型
３辺狭額縁
フルHD液晶

お客様の安全のために、パソコンのバッテリはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。
また、バッテリの特徴、パソコンの安
全なご利用法をより正しく理解していただくために、
「ノートパソコンやタブレットのバッテリに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開
いたしました。詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。

3 ：添付アプリケーションのインストールなどDVD-ROMまたはCD-ROM

をご利用の際には、使用する媒体に応じて、拡張機器一覧
（ https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro_tablet.html ）
で選択可能な光学ドライブが必要です。

■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。

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率（BODY SAR）について

このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防
護の国際ガイドラインに適合しております。http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。
屋外授業でも使える各種通信に対応

インストール/添付される主なソフトウェア

無線LAN Wi-Fi 6
（IEEE802.11ax）
＆Bluetooth®を標準搭載。場所を選ばない

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。NeoFace Monitorについては、NeoFace Monitor添付の挿し紙をご覧ください。
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。

ネットワーク通信やマウスやキーボードなどのワイヤレス接続が可能です。

◎：プリインストール □：添付またはフラッシュメモリに格納 −：なし
モデル

教育現場での活用領域を広げる拡張クレードル

インストールOS

USB 3.0ポート等の各種ポートを装備した拡張クレードルをご用意。マウスや

インターフェイス紹介
盗難防止用ロック
右側面

ペン収納

ペン収納

USB 3.0
ポート＊3

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

USB 3.0ポート
＊1
（Type-C）

ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック

上面

電源スイッチ/指紋センサ＊2

★

□
□

◎

★

◎
◎

★

◎＊7

★

□＊7

主な周辺機器

HDMIポート

左側面

内蔵マイク Webカメラ

バッテリー電源状況

バッテリー充電のしきい値

NeoFace Monitor V5＊5

★

★

＊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 20H2を適用しています。
また、
パ
＊3：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。
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。
＊4：UWPアプリ版がプリインストールされています。
＊5：顔認証により簡易かつセキュアにログオンするソフトウェアです。1年間のPPサポートサービスが含まれています。アカデミック版ライセンスもご
用意しています。NeoFace Monitorの詳細は https://jpn.nec.com/bpc/neoface をご覧ください。
なお、
指紋認証、
RemoteViewサービ
スとの併用は行えません。
（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
＊6：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
れています。再セットアップ用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。
＊7：PC-VKF11U1V9のみ選択可能です。

盗難防止用ロック

音量調節
ボタン

★

バッテリー・ゲージのリセット

セレクション
メニュー別 Office Home & Business 2019 Microsoft Office Home & Business 2019＊6
選択時

背面

microSDメモリーカードスロット

◎
□

パーティション設定ツール

NeoFace Monitor 選択時

DCコネクタ専用（USB Type-C）

Webカメラ

★

PC設定ツール＊4

Remote Power On
（Wake on LAN）
機能に対応しています。

HDMIポート

◎

Microsoft® Edge および Internet Explorer 11
DeviceLock Lite

添付/インストールソフトウェア

さらに、搭載しているLANコネクタは教室での一括電源ONなどが行える

USB 3.0ポート

★

ウイルスバスター クラウド™＊3

ディスプレイなど複数の周辺機器を利用する授業や自宅学習時に便利です。

LANコネクタ

タイプVU〈VU-9〉

Windows 10 Pro
（National Academic only）
Windows 10 Pro＊1＊2

ドッキングコネクタ

下面

デタッチャブルキーボード〔PC-VP-KB46〕約479g 希望小売価格 12,000円（税別）
拡張クレードル〔PC-VP-TS42〕 希望小売価格 30,000円（税別）
＊1
〔PC-VP-TS41〕 希望小売価格 10,000円
（税別）
デジタイザーペン
（充電式）
小型軽量ＡＣアダプタ
（USB-C）
〔PC-VP-BP130〕約203g＊2 希望小売価格 10,000円
（税別）
USB-LAN変換アダプタ〔PC-VP-BK10〕 希望小売価格 8,000円（税別）
VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕 希望小売価格 8,000円（税別）
（50本入り） 希望小売価格 19,000円
（税別）
デジタイザーペン用替え芯〔PC-VP-TS31〕
USBレーザーマウス2〔PC-VP-KB27〕 希望小売価格 10,000円（税別）
USB光センサーマウス3〔PC-VP-KB35〕 希望小売価格 8,000円（税別）
セキュリティケーブル 〔PC-VP-WS23〕 希望小売価格 13,000円（税別）

＊1：標準添付品と同等。 ＊2：電源コードの質量を除く。

＊1：DCコネクタ兼用です。映像出力はできません。 ＊2：セレクションメニューで選択時。
＊3:パワーオフUSB充電機能付き。

フラッシュメモリ
利用可能なフラッシュメモリ領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
利用可能領域
Windows 10 Pro：約20GB
について

●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。

※表示価格はすべて消費税別です。

変換アダプタ
USB-LAN
変換アダプタ
+4,500円
PC-K-KEUUL8
なし

アプリケーション1

アプリケーション2

PC-VKF11U1V9
のみ選択可能

PC-VKF11U1V9
のみ選択可能

NeoFace
Monitor
(顔認証PC
セキュリティ
ソフトウェア)＊

3

+16,000円
PC-K-NESNF7
＊：内蔵指紋センサとの
同時利用はできません。

なし

Office
Home &
Business
2019

128GBフラッシュメモリ選択時

標準
添付品セット＊

+31,900円
PC-K-APSTT9
なし

＊
：1台にOSが1つの場合、
３台まで利用可能です。
詳細はP3上部のソフト
ウェア表をご覧ください。

サービス&サポート

添付品セット/再セットアップ用媒体

PC-VKF11U1E9 のみ選択可能

ミニマム
添付品セット＊

標準
添付品セット＊

PC-VKF11U1D9 のみ選択可能

標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］ +40,500円
（ディスク返却不要サービス付）
PC-K-EX5EL9

PC-VKF11U1V9 のみ選択可能

PC-VKF11U1V9 のみ選択可能

Windows 10 Pro
再セットアップ用メディア
+6,000円
PC-K-BCU169

Windows 10 Pro
再セットアップ用メディア
+6,000円
PC-K-BCU1C9

標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］ +20,500円
（ディスク返却不要サービス付）
PC-K-EX3EL9

再セットアップ用メディア

＋ なし

2

PC-VKF11U1E9 のみ選択可能

Windows 10 Pro
（National Academic only)
＋ 再セットアップ用メディア
+6,000円
PC-K-BCU1G9

＋

+1,000円
PC-K-KTU169
ミニマム
添付品セット＊

再セットアップ用メディア

＋ なし

PC-VKF11U1D9 のみ選択可能

PC-VKF11U1V9 のみ選択可能

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

＋ 再セットアップ用メディア

＋ 再セットアップ用メディア

+6,000円
PC-K-BCU169

再セットアップ用メディア

＋ なし

2

Windows 10 Pro
（National Academic only)
＋ 再セットアップ用メディア
+6,000円
PC-K-BCU1A9

PC-VKF11U1V9 のみ選択可能

+1,000円
PC-K-KAS169

引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］ +21,000円
PC-K-EX5AL9

Windows 10 Pro
（National Academic only)
＋ 再セットアップ用メディア
+6,000円
PC-K-BCU1A9

Windows 10 Pro
（National Academic only)
＋ 再セットアップ用メディア
+6,000円
PC-K-BCU1G9

＋

+1,000円
PC-K-KTU169

64GBフラッシュメモリ選択時

2

+6,000円
PC-K-BCU1C9

+1,000円
PC-K-KAS169

再セットアップ用メディア

＋ なし

2

標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］ +29,000円
（ディスク返却不要サービス付）
PC-K-EX4EL9

標準保証拡張G6
［5年間翌営業日出張修理］

+22,000円
PC-K-EX5HL9

標準保証拡張G6
［4年間翌営業日出張修理］

+15,000円
PC-K-EX4HL9

標準保証拡張G6
［3年間翌営業日出張修理］

+10,000円
PC-K-EX3HL9

モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7
+22,500円
［5年間引取修理専用］
PC-K-EX5CL9
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7
+18,000円
［4年間引取修理専用］
PC-K-EX4CL9
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7
+13,500円
［3年間引取修理専用］
PC-K-EX3CL9
5年パーツ保証拡張G6

+7,500円
PC-K-EX5PL9

4年パーツ保証拡張G6

+4,500円
PC-K-EX4PL9

3年パーツ保証拡張G6

+2,000円
PC-K-EX3PL9

＊：添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕
をご覧ください。
※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フラッシュメモリ内に格納されております。
※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用
（消去不可）
です。
お客様のデータ保存にはご利用できません。

なし

■電波に関するご注意

＊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仕様一覧」
もあわせてご参照くださ
い）。●W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ
（https://home.jeita.or.jp/upload_ﬁle/20200717173429_Mtlbmd8PIB.pdf）
をご覧ください。●無線LAN（2.4GHz＊1＊3＊5）/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

無線LAN
2.4

DS / OF4

Bluetooth®
2.4

FH
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NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

■仕様一覧

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準
（2011）
からの差は、
次のようになります。
・エネルギー消費効率
（2011） 消費電力÷性能値で算出した値
・エネルギー消費効率
（2022） 年間消費電力量
（kWh/年）

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、
アプリケーションソフトウェア並びにタブレット保護
カバー装着時によっては、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。

VKF11/U1-9

インストールOS

Windows 10 Pro

CPU

インテル® Celeron® プロセッサー N4120＊1

＊33
クロック周波数
（最大ブースト・クロック）

1.10GHz
（インテル® バースト・テクノロジーに対応：最大2.60GHz）

コア数/スレッド数

4/4

キャッシュメモリ

2次

4MB

メモリバス

2,400MHz

チップセット

（CPUに統合）

セキュリティチップ

（TPM 2.0準拠）
（CPUに統合）
インテル® PTT

最大メモリ
（メインメモリ）

オンボード 4GB
［固定 LPDDR4］
10.1型ワイドTFTカラー IPS液晶
（WUXGA：1,920×1,200ドット LEDバックライト グレア）
、
AF
（指紋付着防止）
コーティング、タッチパネル
（静電容量方式）
、デジタイザーペン
（静電結合方式）
（充電式）

表示素子
LCDドット抜け＊23

0.00012%以下
（CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
インテル® UHD グラフィックス 600

表示機能

グラフィックアクセラレータ
ビデオRAM＊5
内蔵ディス
プレイ＊11＊13

表示色
（解像度） 別売の外付け
ディスプレイ
接続時＊12

最大2,080MB

WUXGA
LCD

最大1,677万色
（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、
1,440×900〈WXGA+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）

HDMI
接続時＊10

最大1,677万色
（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、
1,600×900〈HD+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、
1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：1080p/1080i/720p

音源/サウンド機能

内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・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）

無線LAN

通信機能

Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）
対応
（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®

Bluetooth®

Bluetooth® Smart Ready
（Ver5）

ポインティングデバイス

（静電容量方式）
、デジタイザーペン
（静電結合方式）
（充電式）
10点マルチタッチ対応タッチパネル

入力装置

機能キー

音量調節ボタン

Webカメラ

本体前面：フルHD解像度
（1080p）
対応カメラ/有効画素数200万画素
本体背面：フルHD解像度
（1080p）
対応カメラ/有効画素数500万画素、
オートフォーカス、
フラッシュ

マイク

ステレオマイク内蔵
USB 3.0
（左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き）、Type-C×1
（Power Delivery対応＊31、ACアダプタの接続ポートを兼用）
）

USB＊4
インター
フェイス

ディスプレイ

HDMIポート×1＊10

通信関連

拡張クレードル接続時、RJ45 LANコネクタ×1

サウンド関連

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＊47

センサー

加速度センサー、
ジャイロセンサー、地磁気センサー

メモリーカードスロット

microSD
（SDHC/SDXC）
メモリーカードスロット×1＊22

パワーマネジメント

自動または任意設定可能
（モニタ節電機能、スリープ状態）
周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載

輝度センサ

リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10％、50/60Hz
（ACアダプタ経由）

電源＊50

［電源コードは日本国内向け
（AC100V用）
を添付］

（最大構成時）
消費電力＊29

約４W
（約45W）

＊3
エネルギー消費効率
（2022年度省エネ達成率）

10区分 15.7kWh/年
（70%）

電波障害対策

VCCI ClassB

外形寸法
（突起部含まず）/ 質量
（バッテリ含む）

259.2
（W）
×175
（D）
×11.2
（H）
mm / 約640g＊71

温湿度条件

5 ～ 35℃、20 ～ 80%
（ただし結露しないこと）

ドライバ提供対象OS＊24＊38

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

主な添付品

小型軽量ACアダプタ
（USB-C）
、デジタイザーペン
（充電式）
、保証書 他

再セットアップ用媒体＊52
メモリ

https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください

4GB

セレクションメニュー

USB光センサーマウス

USBマウス
（レーザー式、チルトホイール付き）
（ケーブル長：約100cm）
クレードル
［パソコン本体のポートを拡張するクレードル。USB 3.0ポート×2、DCコネクタ専用
（USB Type-C×1）
、HDMIポート×1、
有線LAN RJ45ポート×1
（Remote Power On
（Wake on LAN）
機能対応）
、外形寸法：約259.2
（W）
×93.88
（D）
×26
（H）
mm、質量約217g］

64GB フラッシュメモリ

約64GB＊56 eMMC

128GB フラッシュメモリ

約128GB＊56 eMMC

セキュリティ機能
変換アダプタ

https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html

をご覧ください。

USBマウス
（光センサー式、スクロールホイール付き）
（ケーブル長：約100cm）

USBレーザーマウス
クレードル

記憶装置

※ Bluetooth® 仕様一覧は

オンボード 4GB
［固定 LPDDR4］
デタッチャブルキーボード
［パソコン本体とセットになるキーボード。スライドパッド付き。キーピッチ約18.5mm、
キーストローク約1.8mm、85キー、JIS標準配列、外形寸法：約259.2
（W）
×184.1
（D）
×10
（H）
mm、質量約479g］

キーボード
マウス

＊1：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
＊3：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。
＊4：USB 3.1はUSB 3.2 Gen2およびUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB
3.2 Gen1およびUSB 3.1 Gen1と同意です。
＊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オRAM
は異なります。
＊10：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。
＊11：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
さが不均一になることがあります。
＊12：本機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対応解像度、
リ
フレッシュレートによっては表示できない場合があります。
＊13：1,677万色表示は、
ディザリング機能により表示可能です。
＊22：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
ています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度 及び、
使用するSD
メモリーカードの性能や使用状態により異なります。
＊23：
ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）
単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
＊24：
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
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。
＊29：メモリ4GB、128GB フラッシュメモリの構成で測定しています。
＊31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
＊33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、
パソコンの設定や使用環境、
動作状況により異なります。
＊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。
＊38：提供しているドライバは、
Windows 10, version20H2、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。
＊47：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。
＊50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
＊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
用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ をご参照ください。
＊56：お客様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。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
上部、
または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧
ください。
＊59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法
（Ver.2.0）
に基づいて測定
しためやすの時間です。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モ
デル選択］
→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意 」
（ページ中～
下部分）
をご覧ください。
＊61：SecureFinger
（別売）
の利用はできません。
＊62：バッテリ駆動時間や充電時間は、
ご利用状況によって記載時間と異なる場合があ
ります。バッテリは消耗品です。
＊66：パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できま
せん。
クレードル経由の接続はサポートしていません。
＊71：128GB 指紋認証ユニット搭載時は+約1gとなります。

タイプVU〈VU-9〉

型名

指紋センサ

OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能＊61

USB-LAN変換アダプタ

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル＊66

駆動時間
（JEITA＊59準拠）
バッテリ リチウム
＊29＊62
イオン 充電時間（ON時/OFF時）

約10.6 ～ 16.6時間
（約13.6時間）
約4.3時間/約3.3時間

学ぶための障壁を取り払う

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、
フラッシュメモリ、電源、ACアダプタ、
マザー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めやすは、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。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。
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等に関しては、対応した全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。●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フラッシュメモリ容量は、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、
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
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。
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］
サービスの詳細については、
ホームページ
（https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html）
をご覧ください。●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
（https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html）
をご参照くださ
（共に有償）
をご利用い
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、
フラッシュメモリ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
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/products/bizpc/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。
■商標 ・Intel、
インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Insideはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、
・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、
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。
WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
・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

「バッテリ交換サー
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。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、
ビス」
をご利用ください。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。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 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 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
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。
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