
※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。
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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

■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。

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！

ミーティング機能について詳しくは　　https://jpn.nec.com/bpc/webmtg をご覧ください。

「ミーティング機能」紹介動画

会議中の人の音声をピックアップ。会議がクリアに聞こえる
「Webミーティングモード」の効果をぜひ、直接聞いてみてください！

Web会議上で、14型ノート タイプVMと12.5型のモバイルノート 
タイプVCが実際にどのように活用できるかをご覧いただけます。

タイプVC、タイプVMの
ミーティング活用例

2021年10月
Webミーティング中の聞こえづらい音を解消するパソコンはこれだ

Webミーティング中の聞こえづらい音を
解消するパソコンはこれだ



パンデミック対策で急速に身近なものとなったテレワーク。
そして、テレワークを進めるうえで欠かせないのが「Webミーティング」です。
NECでは「相手の音声が聞き取りにくい場合がある」とのお客様の声にお応えし、
利便性に配慮した「Webミーティングおすすめモデル」をご用意しました。
人の声に合わせた周波数帯を出力するミーティング機能は、サウンド品質を向上させる
ヤマハ製AudioEngine™ とともに、スピーカ出力の音声をより聞き取りやすくする機能です。

インストールOS Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro

CPU

画面サイズ 13.3型ワイド フルHD
軽さ 約814g＊1 約947g＊1 約1.43kg＊1

スピーカ BOX型2Wステレオスピーカ×２ BOX型2Wステレオスピーカ×２ステレオスピーカ
Webカメラ IR対応の選択も可能＊2 IR対応の選択も可能 選択可能
指紋センサ 標準搭載 選択可能 －

ワイヤレスWAN LTE選択可能 － －
バッテリ駆動時間 最大約24時間＊3 最大約11.2時間＊3 最大約12時間＊3

＊1：最軽量時の質量です。タイプVGはリチウムイオンバッテリ（L）、タイプVMはリチウムイオンバッテリ（M）選択時です。　＊2：Core i5モデルの場合です。＊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。タイプVGはリチウムイオンバッテリ（LL）、タイプVMはリチウムイオンバッテリ（L）選択時です。

インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 
インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサーインテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー

インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー
12.5型ワイド フルHD 1４型ワイド フルHD

NEC得選街サイトで
ご購入ください

http://club.express.nec.co.jp/store/ 

用途や参加人数にあわせて3つのモードを切り替え可能。

パーソナルモード マルチユーザーモード

［Fn］＋［F5］キーでミーティング機能の
モード切替画面にすばやくアクセス可能。

ヘッドフォン接続時は、モード切替画面
ではヘッドフォンモードが選択できます。

ヘッドフォンモード 

※画像は音の広がりをわかりやすくするためのイメージです。　※聞こえ方には個人差があります。　※右側スピーカからの音の広がりイメージです。

※YAMAHAサウンド機能については、本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
※音量調整機能、ヘッドフォンモードはタイプ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。
＊：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック接続時のみ対応します。USB、Bluetooth®接続には対応していません。

サウンド品質を向上させるヤマハ製AudioEngine™を採用。

会議相手の声を聞き取りやすくする「ミーティング機能」など用途に応じて
音響効果を設定できる 「YAMAHAサウンド」をPC設定ツールに搭載。

・ 周囲の雑音を除去して自分の声をクリアに伝える「ノイズサプレッサー」。

タイプVG〈VG-9〉、タイプVM〈VM-9〉、タイプVF〈VF-A〉およびタイプVW〈VW-9〉は、
出力の高いBOX型2Wステレオスピーカを採用し、PCだけでクリアな音声を聞くことが可能。

・ 相手の声が小さい時に聞きやすい音量まで大きくしたり、複数人でのミーティングで
  相手の声が大小異なる時に音量を揃える「音量調整機能」。

PC設定ツールから
「YAMAHAサウンド」を選択

「会議モード」設定から
モードを選択

ファンクションキーで切替

※オーディオ付きHDMIサブモニタでの音声出力、および
USB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応して
いません。ご利用には手動にてパソコンの内蔵スピーカ

　かヘッドフォンへの切り替えが必要です。

※タイプVF、VWでは対応していません。

Web会議に一人で参加する際に適した
モード。拡散しやすい周波数帯を抑え、
PC前面方向に直進性の強い周波数帯の
音を出力します。

1台のPCで複数人参加するWeb会議に。
音が回り込む拡散性（周回性）の強い周波
数帯を強調して出力し、周囲360°に音声
を届けます。

タイプVM〈VM-9〉
Ｊ

タイプVC〈VC-9〉
Ｊ

タイプVG〈VG-9〉
Ｊ

・ 部屋に響くことを抑えて話し声を聞きやすくする「ルームエコー抑制」。
・ ヘッドフォン利用時＊の音質を聞きやすくする「ヘッドフォンモード」。

ＪタイプVW〈VW-9〉 ＪタイプVF〈VF-A〉

文書編集に力を発揮する
大画面 15.6型液晶搭載モデル

インテル第 11世代 CPU搭載モデルもラインアップ

VersaPro J 

タイプVC
〈VC-9〉

タイプVG
BOX型2Wステレオスピーカ搭載

ミーティング機能
・ノイズサプレッサー　　
・ルームエコー抑制
・音量調整機能
・ヘッドフォンモード

タイプVM
〈VM-9〉

VersaPro J 

タイプVC
〈VC-9〉

ミーティング機能
・ノイズサプレッサー　　
・ルームエコー抑制
・音量調整機能
・ヘッドフォンモード

〈VG-9〉

VersaPro J 

VersaPro J 
タイプVW
〈VW-9〉

VersaPro J 

タイプVF
〈VF-A〉

VersaPro J 

BOX型2Wステレオスピーカ搭載

・ノイズサプレッサー　　
・ルームエコー抑制
・音量調整機能＊
・ヘッドフォンモード＊

＊：タイプＶＷは対象外です。

ミーティング機能

BOX型2Wステレオスピーカ搭載

ミーティング機能
・ノイズサプレッサー　　
・ルームエコー抑制
・音量調整機能
・ヘッドフォンモード

NECの
「Webミーティング
  おすすめモデル」
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場所にとらわれないワークスタイルが広がり、
利用機会が増えているPCを介したWeb会議。
遠隔地との意思連携を、よりクリアな音声で。

Webミーティング中の聞こえづらい音を解消するパソコンはこれだ
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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

■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。

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！

ミーティング機能について詳しくは　　https://jpn.nec.com/bpc/webmtg をご覧ください。

「ミーティング機能」紹介動画

会議中の人の音声をピックアップ。会議がクリアに聞こえる
「Webミーティングモード」の効果をぜひ、直接聞いてみてください！

Web会議上で、14型ノート タイプVMと12.5型のモバイルノート 
タイプVCが実際にどのように活用できるかをご覧いただけます。

タイプVC、タイプVMの
ミーティング活用例
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Webミーティング中の聞こえづらい音を解消するパソコンはこれだ

Webミーティング中の聞こえづらい音を
解消するパソコンはこれだ




