
Webミーティングおすすめモデル
YAMAHAサウンド搭載でクリアな音声を提供

テレワークに適したNECのWebミーティングおすすめモデル
インテル第11世代CPUを搭載したモデルもラインアップ

※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（ナビダイアル）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。

Cat.No. APB776　2110001PP2021年10月現在

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

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

1台からでもご相談を！必要構成をご提案！1台からでもご相談を！必要構成をご提案！ 全国送料無料！全国送料無料！
サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種取り揃えております。
さらに得選街でご購入いただくと全国送料無料でお届けいたします！

https://club.express.nec.co.jp/store/受付時間※：月～金9：00～12：00、13：00～16：00（土日・祝日および当社指定日を除く）
0120-237-122フリーダイヤル

製品ご質問・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

・Windows 10 Pro プリインストール
・14型ワイド フルHD（1,920×1,080ドット）
・約1.43kg
・BOX型2Wステレオスピーカ
 ＆ミーティング機能搭載
・Webカメラ選択可能

・Windows 10 Pro プリインストール
・13.3型ワイド フルHD（1,920×1,080ドット）
・約814g
・BOX型2Wステレオスピーカ
 ＆ミーティング機能搭載
・LTE（SIMフリー）選択可能
・指紋認証ユニット標準装備
・Webカメラ(IR対応)選択可能

・Windows 10 Pro プリインストール
・12.5型ワイド フルHD（1,920×1,080ドット）
・約947g
・ステレオスピーカ＆ミーティング機能搭載
・指紋認証ユニット選択可能
・Webカメラ(IR対応)選択可能

■商標 ・Microsoft、Windows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。・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、
Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、Ultrabook、Intel Optane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。・・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ
株式会社の登録商標です。・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。・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RSUPPORT株式会社の商標です。・ヤマハ製AudioEngine™はヤマハ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。

インテル第11世代 CoreTM i-5/i-3 
プロセッサー選択可能

インテル第10世代 CoreTM i-7/i-5 
プロセッサー選択可能

インテル第11世代
Core™ i5 プロセッサー選択可能

自宅でおしごと
テレワーク導入ガイド

何ができる？
必要なモノとは？ 自宅でおしごと（テレワーク）を始めるための情報を掲載

自宅でおしごとをする「テレワーク」についてご紹介。さらに「テレワーク」で必要となるおすすめのPCや関連機器も
ご購入できます。画面上で打ち合わせできるWeb会議ツール「Zoom（ズーム）」の始め方を紹介する動画も掲載中。

https://club.express.nec.co.jp/store/telework/index.html

※受付時間は、変更される場合があります。詳しくはサイトをご覧ください。

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。バッテリバックは
消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリと交換、または「バッテリ交換サービス」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。

NEC 得選街 検索
Webでのご購入はこちらから

欲しいモデルを今すぐWebで購入！　期間限定キャンペーンもこちらから！

タイプVG〈VG-9〉 タイプVC〈VC-9〉 タイプVM〈VM-9〉
Ｊ

Ｊ
タイプVW〈VW-9〉

ＪＪ

Ｊ
タイプVF〈VF-A〉

15.6型液晶モデル

※ヘッドフォンで聞き取りやすくするヘッドフォンモード、相手の声の音量を自動調節する音量調整機能、はタイプVG/VC/VM/VFのみ対応です。タイプVWでは対応しておりません。

大画面でミーティング！

テンキー＆光学
ドライブ搭載
バリューＰＣ

テンキー＆光学
ドライブ搭載
バリューＰＣ

テレワーク環境を見直したい方必見！マップで分かりやすく解説

2021年10月

Webミーティングおすすめモデルについて詳しくは　　https://jpn.nec.com/bpc/webmtg をご覧ください。

マップで分かりやすく解説

テレワークをセキュアに構築する組み合わせとは？

テレワークをセキュアに構築する組み合わせとは？



https://jpn.nec.com/bpc/neoface 
NeoFace Monitorについて詳しくは

本来、“オフィス以外の場所で仕事をする”ことを意味するテレワーク。さまざまな働き方が求められるなか、
自宅で仕事をする新しいワークスタイルとして急速に導入が進んでいます。
NECでは、お客様環境でテレワークを活用するための各種サービス・アプリケーションをご用意しました。

顔認証によるPCのログオン機能および利用者不在の
場合に画面をロックする常時監視機能を提供、PC起
動時からログオフまでPCの大切な情報を守ります。

❸ NeoFace Monitor顔認証PCセキュリティ
ソフトウェア

【常時監視機能で他者の不正使用を防止】【カメラに顔をむける動作でログオン】

離席時画面ロック

本人
OK

外出先のモバイル端末から、会社PCへ
セキュアにアクセスし、遠隔操作することが
できるサービスです。

1ヶ月の
お試し
利用可能

「RemoteView1年版パッケージ」（1ライセンス）

●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。
型番：TP1-A0SD15001　希望小売価格：12,000円（税別）

オフィス

持ち出しデバイス
（ノートPC、スマホ等） 会社PC

自宅/外出先

会社PCをリモート操作
画面転送のみで業務データは社外に持ち出しません

SSL SSL

RemoteView
（クラウドサービス）

※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）

https://jpn.nec.com/bpc/service/remote_view をご覧ください。  詳しくは、

https://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html をご覧ください。  詳しくは、

パソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、
社内ミーティングはもちろん、社外のお客様と
も接続可能なWeb会議システムです。
ご利用人数に応じたライセンス課金のため、小規模
から手軽に導入いただけます。

テレワーク/社外環境での情報共有ができるようになりたい

なかなか訪問できない遠方のお客様とも
現場の映像を見ながら会話が可能        

日時、
ミーティングID等を

通知

メールや電話で事前にお客様を招待

会議開催者
（ライセンス保持）

お客様
（ライセンスなし）

自宅でおしごと（テレワーク）を支えるサービス・アプリケーションマップ

盗難・紛失したパソコンのデータを
遠隔消去したり、位置確認ができる
サービスです。

1ヶ月の
お試し
利用可能

「遠隔データ消去サービス（１年版）」（1ライセンス）

●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。
型番：TP1-A0SD31001　希望小売価格：6,400円（税別）

自宅/外出先オフィス

【管理者】

移動
ノートPCでテレワーク

リモートで
情報漏えいを防止

＊1＊2

オフラインでも
情報漏えいを防止

＊3

①PC位置特定
②リモートロック
③遠隔データ消去

①不可視化
②自動ロック
③自動データ消去遠隔データ消去

サービス

【利用者】VersaPro
（ノートPC）

盗難・紛失！

＊1：PCがインターネットに接続している必要があります。
＊2：本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100％保証するものではありません。
＊3：タイマー設定で自動実行します。

※内蔵指紋センサとの同時利用はできません。　※Webカメラ内蔵のPCでご利用いただけます。

https://jpn.nec.com/bpc/service/remote_del をご覧ください。  詳しくは、

https://jpn.nec.com/bpc/hatarakikata をご覧ください。  詳しくは、

働き方見える化サービス Plusは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数の見える化が可能。テレワークをはじめとする
柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。

利用内容に合わせて
３つのサービスを
ご用意しています。

PCログ
勤怠データ

残業予測

乖離アラート PCロック

勤務地可視化

休暇計画

乖離通知労働時間の
把握と適正化

チームの
生産性向上

●休暇計画やタスクの共有
●アプリ別作業時間の分析
●日報や帰宅予定時間を投稿

●時間外勤務の集計／アラート
●未申請での残業防止
●従業員の勤務地を把握

サテライト

在宅勤務

出張・外出

低料金で必要機能を提供 多様な打刻方法に対応 就業規則、法改定に対応

手持ちのPCとインターネット（VPN不要）だけで利用可能なクラウド型の勤怠管理シス
テム。クラウドなので最新の勤怠状況をリアルタイムに集計・確認。直出直帰の従業員
勤怠も正確に管理可能。複雑なシフト管理にも対応できます。

費用は打刻した人数分のみの導入しやすい
料金で、勤怠管理に必要な機能を提供します。

PCやモバイル端末、ICカード、顔認証など多様な
打刻に対応。複数の打刻方法を一元管理できます。

シフトやスケジュールの管理、変形労働時間への対応など
複雑な就業規則、法令改定にも対応可能です。

ライトプラン
テレワークの労務管理

1か月あたり 250円（税別）/ID

スタンダードプラン
残業の可視化と抑制

1か月あたり 350円（税別）/ID

アドバンスプラン
業務の可視化と共有

1か月あたり 500円（税別）/ID

❶リモートアクセスサービス（RemoteView）

自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は…

❷ クラウド型Web会議サービス Zoom

ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

❻クラウド型勤怠管理システム  勤革時

https://jpn.nec.com/king-of-time/index.html をご覧ください。  詳しくは、

社員の勤怠状況を適切に管理・確認したい

❹遠隔データ消去サービス
万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

❺働き方見える化サービス Plus

テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

自宅/外出先 オフィス

NeoFace Monitor
顔認証ソフトウェア

 遠隔データ
消去サービス

 勤革時

リモート
アクセスサービス
（RemoteView）

Zoom

会議室

※VPN環境は不要

※リモートアクセスサービス（RemoteView）、Zoom、勤革時はマルチデバイス対応。スマートフォン・タブレットでの利用も可能です。

Web会議用に音響に力を
入れたWebミーティング機能
搭載モデルをご用意

モバイルPC

＋ リモート会議

出退勤登録

会社PCをリモート操作

端末紛失・盗難時の
情報漏洩対策

会社PCを介して社内システム
やファイルサーバ利用

1

3
2

6

4

自席PC

社内システム ファイルサーバ 上司PC

 働き方見える化
サービス Plus

勤務申請/承認
勤務内容/時間管理

5

https://jpn.nec.com/bpc/nfm-cloud/

マスク着用時にも認証可能

パスワードを入力する手間、なくしませんか？

NeoFace Monitorの管理機能をクラウドで提供。
クライアントソフトウェアとセットで月額換算300円/名で提供いたします。

詳しくは

NeoFace Monitor クラウド版

をご覧ください。  をご覧ください。  

NEW

1ヶ月間
無料で
お試し

顔認証でセキュア
にログオン

クラウドサービスへの
シングルサイン

オン

クラウド型
運用

月額換算
300円（税別）/名

※従来のNeoFace 
　Monitorとは機能差異
　がございます。

32

テレワークやワーケーションなど、
オフィスの外に作業を持ち出す環境づくりに何が必要か
組み合わせの例をマップでご覧ください。

テレワークをセキュアに構築する組み合わせとは？
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休暇計画

乖離通知労働時間の
把握と適正化

チームの
生産性向上

●休暇計画やタスクの共有
●アプリ別作業時間の分析
●日報や帰宅予定時間を投稿

●時間外勤務の集計／アラート
●未申請での残業防止
●従業員の勤務地を把握

サテライト

在宅勤務

出張・外出

低料金で必要機能を提供 多様な打刻方法に対応 就業規則、法改定に対応

手持ちのPCとインターネット（VPN不要）だけで利用可能なクラウド型の勤怠管理シス
テム。クラウドなので最新の勤怠状況をリアルタイムに集計・確認。直出直帰の従業員
勤怠も正確に管理可能。複雑なシフト管理にも対応できます。

費用は打刻した人数分のみの導入しやすい
料金で、勤怠管理に必要な機能を提供します。

PCやモバイル端末、ICカード、顔認証など多様な
打刻に対応。複数の打刻方法を一元管理できます。

シフトやスケジュールの管理、変形労働時間への対応など
複雑な就業規則、法令改定にも対応可能です。

ライトプラン
テレワークの労務管理

1か月あたり 250円（税別）/ID

スタンダードプラン
残業の可視化と抑制

1か月あたり 350円（税別）/ID

アドバンスプラン
業務の可視化と共有

1か月あたり 500円（税別）/ID

❶リモートアクセスサービス（RemoteView）

自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は…

❷ クラウド型Web会議サービス Zoom

ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

❻クラウド型勤怠管理システム  勤革時

https://jpn.nec.com/king-of-time/index.html をご覧ください。  詳しくは、

社員の勤怠状況を適切に管理・確認したい

❹遠隔データ消去サービス
万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

❺働き方見える化サービス Plus

テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

自宅/外出先 オフィス

NeoFace Monitor
顔認証ソフトウェア

 遠隔データ
消去サービス

 勤革時

リモート
アクセスサービス
（RemoteView）

Zoom

会議室

※VPN環境は不要

※リモートアクセスサービス（RemoteView）、Zoom、勤革時はマルチデバイス対応。スマートフォン・タブレットでの利用も可能です。

Web会議用に音響に力を
入れたWebミーティング機能
搭載モデルをご用意

モバイルPC

＋ リモート会議

出退勤登録

会社PCをリモート操作

端末紛失・盗難時の
情報漏洩対策

会社PCを介して社内システム
やファイルサーバ利用

1

3
2

6

4

自席PC

社内システム ファイルサーバ 上司PC

 働き方見える化
サービス Plus

勤務申請/承認
勤務内容/時間管理

5

https://jpn.nec.com/bpc/nfm-cloud/

マスク着用時にも認証可能

パスワードを入力する手間、なくしませんか？

NeoFace Monitorの管理機能をクラウドで提供。
クライアントソフトウェアとセットで月額換算300円/名で提供いたします。

詳しくは

NeoFace Monitor クラウド版

をご覧ください。  をご覧ください。  

NEW

1ヶ月間
無料で
お試し

顔認証でセキュア
にログオン

クラウドサービスへの
シングルサイン

オン

クラウド型
運用

月額換算
300円（税別）/名

※従来のNeoFace 
　Monitorとは機能差異
　がございます。

32

テレワークやワーケーションなど、
オフィスの外に作業を持ち出す環境づくりに何が必要か
組み合わせの例をマップでご覧ください。

テレワークをセキュアに構築する組み合わせとは？



Webミーティングおすすめモデル
YAMAHAサウンド搭載でクリアな音声を提供

テレワークに適したNECのWebミーティングおすすめモデル
インテル第11世代CPUを搭載したモデルもラインアップ

※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（ナビダイアル）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。

Cat.No. APB776　2110001PP2021年10月現在

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

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

1台からでもご相談を！必要構成をご提案！1台からでもご相談を！必要構成をご提案！ 全国送料無料！全国送料無料！
サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種取り揃えております。
さらに得選街でご購入いただくと全国送料無料でお届けいたします！

https://club.express.nec.co.jp/store/受付時間※：月～金9：00～12：00、13：00～16：00（土日・祝日および当社指定日を除く）
0120-237-122フリーダイヤル

製品ご質問・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

・Windows 10 Pro プリインストール
・14型ワイド フルHD（1,920×1,080ドット）
・約1.43kg
・BOX型2Wステレオスピーカ
 ＆ミーティング機能搭載
・Webカメラ選択可能

・Windows 10 Pro プリインストール
・13.3型ワイド フルHD（1,920×1,080ドット）
・約814g
・BOX型2Wステレオスピーカ
 ＆ミーティング機能搭載
・LTE（SIMフリー）選択可能
・指紋認証ユニット標準装備
・Webカメラ(IR対応)選択可能

・Windows 10 Pro プリインストール
・12.5型ワイド フルHD（1,920×1,080ドット）
・約947g
・ステレオスピーカ＆ミーティング機能搭載
・指紋認証ユニット選択可能
・Webカメラ(IR対応)選択可能

■商標 ・Microsoft、Windows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。・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、
Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、Ultrabook、Intel Optane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。・・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ
株式会社の登録商標です。・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。・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RSUPPORT株式会社の商標です。・ヤマハ製AudioEngine™はヤマハ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。

インテル第11世代 CoreTM i-5/i-3 
プロセッサー選択可能

インテル第10世代 CoreTM i-7/i-5 
プロセッサー選択可能

インテル第11世代
Core™ i5 プロセッサー選択可能

自宅でおしごと
テレワーク導入ガイド

何ができる？
必要なモノとは？ 自宅でおしごと（テレワーク）を始めるための情報を掲載

自宅でおしごとをする「テレワーク」についてご紹介。さらに「テレワーク」で必要となるおすすめのPCや関連機器も
ご購入できます。画面上で打ち合わせできるWeb会議ツール「Zoom（ズーム）」の始め方を紹介する動画も掲載中。

https://club.express.nec.co.jp/store/telework/index.html

※受付時間は、変更される場合があります。詳しくはサイトをご覧ください。

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。バッテリバックは
消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリと交換、または「バッテリ交換サービス」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。

NEC 得選街 検索
Webでのご購入はこちらから

欲しいモデルを今すぐWebで購入！　期間限定キャンペーンもこちらから！

タイプVG〈VG-9〉 タイプVC〈VC-9〉 タイプVM〈VM-9〉
Ｊ

Ｊ
タイプVW〈VW-9〉

ＪＪ

Ｊ
タイプVF〈VF-A〉

15.6型液晶モデル

※ヘッドフォンで聞き取りやすくするヘッドフォンモード、相手の声の音量を自動調節する音量調整機能、はタイプVG/VC/VM/VFのみ対応です。タイプVWでは対応しておりません。

大画面でミーティング！

テンキー＆光学
ドライブ搭載
バリューＰＣ

テンキー＆光学
ドライブ搭載
バリューＰＣ

テレワーク環境を見直したい方必見！マップで分かりやすく解説

2021年10月

Webミーティングおすすめモデルについて詳しくは　　https://jpn.nec.com/bpc/webmtg をご覧ください。

テレワークをセキュアに構築する組み合わせとは？

テレワークをセキュアに構築する組み合わせとは？




