
2016年06月01日

レッツノート20周年記念モデル　「RZ5」シリーズ待望のジェットブラックモデル登場

モバイル ノートパソコン「カスタマイズLet's note」

パナソニック ストア夏モデル発売

「RZ5」シリーズ　20パターンから選べるカラーキーボードをご用意

品名 ノートパソコン

愛称 Let's note（レッツノート）

シリーズ SZ5シリーズ RZ5シリーズ MX5シリーズ LX5シリーズ

ライン
アップ

プレミアム
エディショ

ン

 プレミアム
エディショ

ン

 プレミアム
エディショ

ン

 プレミアム
エディショ

ン

 

価格
（税抜）

271,828
円～

225,800
円～

262,828
円～

192,800
円～

325,028
円～

234,800
円～

266,628
円～

190,800
円～

発売日 6月10日
※レッツノート20周年記念モデル（CF-RZ5QFXQP）は、7月28日

予約受付
開始日

6月1日

パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上に運営する パナソニックのショッピングサイト

「Panasonic Store」（http://jp.store.panasonic.com/）にて、モバイルの本質を追求し、「軽量」「長時間駆動」「頑丈」「高性能」を更に進化さ

せたモバイルノートパソコン「レッツノート」の 2016年夏モデル「SZ5」「RZ5」「MX5」「LX5」を6月より発売します。

今回の夏モデルでは、レッツノート20周年記念モデルとして、「RZ5」シリーズにお客様からご要望の多かった本体色ジェットブラックのモデル

をご用意しました（7月28日発売）。さらに、「RZ5」シリーズは、働く女性など、想定した利用者の方々へのヒアリングを参考にして、カラーキー
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ボードパターンを20種類から選べるようにバリエーションを拡充し、「SZ5」シリーズは新色のカラー天板、および、ホイールパッドを追加し、お

客様の好みに合わせたデザイン面への強化を図りました。

主な特長

1. 20周年記念モデルとして、「RZ5」シリーズに待望のジェットブラックモデル登場
・「RZ5」シリーズに、従来の本体色「シルバーダイヤモンド」「カッパー」に加え、お客様からのご要望が多かった「ジェットブラック」を、レッツ
ノート20周年記念の特別モデルとしてご用意。
スペック：インテル®Core™ m7-6Y75 vPro™、メモリー16GB、SSD512GB、LTE対応モデル

2. 「RZ5」シリーズの20パターンのカラーキーボード等、カスタマイズメニューも充実
・「RZ5」シリーズ：20パターンから選べるカラーキーボード
豊富な10色のカラー展開に加え、各色でかな表記あり/なしの2種類、合計20パターンをご用意
・「SZ5」シリーズ：カラー天板、ホイールパッドに新色追加
定番色に少し個性を加えた、灰色がかった淡いブルー「グレイッシュブルー」を新たに追加
・「Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス」：最新のOffice2016 が選択可能

3. お客様の声にお応えして、各シリーズのバリエーションを強化
・「SZ5」シリーズ：プレミアムエディションLTE対応モデル（SSD512GB/メモリー16GB）に本体色シルバーダイヤモンドを追加、プレミア
ムエディション以外は、「SSD128GB+HDD1TB搭載」モデルにリニューアル
・「MX5」シリーズ：プレミアムエディションLTE対応モデルを、SSD512GB/メモリー16GBにスペックアップ
・各シリーズ：全機種メモリー8GB以上搭載にスペックアップ
全機種TPM搭載。強固なセキュリティーを実現

【お問い合わせ先】

Panasonic Storeカスタマーセンター
TEL：0120-872-086

【特長の説明】

1. 20周年記念モデルとして、「RZ5」シリーズに待望のジェットブラックモデル登場

・レッツノート20周年を記念モデルとして、「RZ5」シリーズに待望の「ジェットブラック」をご用意従来からの本体色「シルバーダイヤモンド」「カッ
パー」に加えて、お客様からの要望が多かった本体色「ジェットブラック」を、プレミアムエディションの最上位クラスのモデルとしてライン
アップ

・主要スペック
CPU：インテル®Core™ m7-6Y75 vPro™、メモリー：16GB、SSD：512GB、LTE対応
Windows 10 Pro 64bit / Windows 7 ダウングレード選択可能

2. 「RZ5」シリーズの20パターンのカラーキーボード等、カスタマイズメニューも充実

・「RZ5」シリーズ：20パターンから選べるカラーキーボード
働く女性など、想定した利用者の方々へのヒアリングを参考にして、カラーキーボードパターンを20種類から選べるようにバリエーションを
拡充しました。
豊富な10色のカラー展開に対して、各色でかな表記あり/なしの2種類、合計20パターンをご用意。
各カラー天板とキーボードとのトータルコーディネートが楽しめます。
＜カラー展開10色＞
オーキッドピンク、ライジングレッド、タンジェリンオレンジ、ウォームゴールド、フローラピンク、シトラスグリーン、ミントグリーン、ドラジェブ
ルー、ハーモニックブルー、サンダーブルー

・「SZ5」シリーズ：カラー天板、ホイールパッドに新色追加
定番色に少し個性を加えた、灰色がかった淡いブルー「グレイッシュブルー」を新たに追加。
プレミアムエディションは5色、プレミアムエディション以外は4色から、天板/ホイールパッドを選択できるようになりました。

・「Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス」：最新のOffice2016が選択可能

3. お客様の声にお応えして、各シリーズのバリエーションを強化

・「SZ5」シリーズ
プレミアムエディション：
最上位クラスのLTE対応モデル（SSD512GB/メモリー16GB）として、本体色ジェットブラック以外に、シルバーダイヤモンドも新たに追加
プレミアムエディション以外：
従来の「HDD搭載」モデルから、「SSD128GB+HDD1TB搭載」モデルとしてリニューアル
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・「MX5」シリーズ プレミアムエディション：
LTE対応モデルを、最上位クラス（SSD512GB/メモリー16GB）にスペックアップ

・各シリーズ：全機種メモリー8GB以上搭載
「LX5」シリーズプレミアムエディション以外も全てメモリー8GBにスペックアップし、全ての機種で8GB以上のラインアップを実現

・各シリーズ、全機種に強固なセキュリティーを実現するTPM搭載
データと暗号鍵を別々に管理することで、不正アクセスや盗難時にも安心/安全なセキュリティーを可能にします。

【パナソニック ストア レッツノート商品ラインアップ】

詳細は、ホームページ http://jp.store.panasonic.com/pc/ をご覧ください。

■CF‐SZ5シリーズ （カスタマイズレッツノート プレミアムエディション）

品番 CF-SZ5QDQQP CF-SZ5QFRQP CF-SZ5QDSQP
CF-SZ5QDTQP

CF-SZ5QFSQP
CF-SZ5QFTQP

カラー シルバーダイヤモンド ジェットブラック シルバーダイヤモンド
ジェットブラック

シルバーダイヤモンド
ジェットブラック

OS Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 7 ダウングレードも選択可能

表示方式 12.1型（16:10） WUXGA TFTカラー広視野角液晶（1920×1200ドット） アンチグレア

CPU インテル® Core™ i7-6600U vPro™ プロセッサー 2.60GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40GHz）

メモリー 8GB （拡張スロットなし） 16GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：256GB SSD：512GB

光学式
ドライブ

スーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ

ワイヤレス※1 無線LAN：
IEEE802.11a/b/g/n/ac

準拠、Bluetooth v4.1

LTE、
無線LAN：

IEEE802.11a/b/g/n/ac
準拠、Bluetooth v4.1

無線LAN：
IEEE802.11a/b/g/n/ac

準拠、Bluetooth v4.1

LTE、
無線LAN：

IEEE802.11a/b/g/n/ac
準拠、Bluetooth v4.1

Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（アレイマイク）

質量※2 バッテリー（S）（標準）
約0.929kg

バッテリー（L）装着時
約1.025kg

バッテリー（S）（標準）
約0.955kg

バッテリー（L）装着時
約1.050kg

バッテリー（S）（標準） 約
0.96kg

バッテリー（L）装着時 約
1.055kg

バッテリー（S）（標準）
約0.985kg

バッテリー（L）装着時
約1.080kg

駆動時間
※3※4

バッテリー（S）（標準） 約14時間
バッテリー（L）装着時 約21時間

バッテリー（S）（標準） 約13.5時間
バッテリー（L）装着時 約20.5時間
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■CF‐SZ5シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-SZ5PDNQP CF-SZ5PFPQP

カラー シルバーダイヤモンド ジェットブラック

OS Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 7 ダウングレードも選択可能

表示方式 12.1型（16:10） WUXGA TFTカラー広視野角液晶（1920×1200ドット） アンチグレア

CPU インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサー 2.40GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）

メモリー 8GB （拡張スロットなし）

ストレージ SSD：128GB＋HDD：1TB

光学式
ドライブ

スーパーマルチドライブ

ワイヤレス※1 無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、
Bluetooth v4.1

LTE、無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、
Bluetooth v4.1

Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（アレイマイク）

質量※2 バッテリー（S）（標準） 約1.03kg
バッテリー（L）装着時 約1.125kg

バッテリー（S）（標準） 約1.055kg
バッテリー（L）装着時 約1.15kg

駆動時間
※3※4

バッテリー（S）（標準） 約11.5時間
バッテリー（L）装着時 約17時間

■CF‐RZ5シリーズ （カスタマイズレッツノート プレミアムエディション）

品番 CF-RZ5QFTQP
CF-RZ5QFUQP
CF-RZ5QFXQP

CF-RZ5QDTQP
CF-RZ5QDUQP

CF-RZ5QDRQP
CF-RZ5QDSQP

カラー シルバーダイヤモンド
ブルー&カッパー
ジェットブラック

シルバーダイヤモンド
ブルー&カッパー

シルバーダイヤモンド
ブルー&カッパー

OS Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 7 ダウングレードも選択可能

表示方式 10.1型（16:10） WUXGA TFTカラーIPS液晶（1920×1200ドット） 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム
付き

CPU インテル® Core™ m7-6Y75 vPro™ プロセッサー 1.20GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz）

メモリー 16GB （拡張スロットなし） 8GB （拡張スロットなし）

ストレージ SSD：512GB SSD：256GB

光学式
ドライブ

非搭載

ワイヤレス※1 LTE、
無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth

v4.1

無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth
v4.1

Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（アレイマイク）
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質量※2 約0.770kg 約0.745kg

駆動時間
※3※4

約10.5時間 約11時間

■CF‐RZ5シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-RZ5WFGPP
CF-RZ5WFJPP

CF-RZ5WDGPP

カラー シルバーダイヤモンド
ブルー&カッパー

シルバーダイヤモンド

OS Windows 10 Home 64ビット

表示方式 10.1型（16:10） WUXGA TFTカラーIPS液晶（1920×1200ドット） 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム
付き

CPU インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー 1.10GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.70GHz）

メモリー 8GB （拡張スロットなし）

ストレージ SSD：128GB

光学式
ドライブ

非搭載

ワイヤレス LTE、無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、
Bluetooth v4.1

無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、
Bluetooth v4.1

Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（アレイマイク）

質量※2 約0.770kg 約0.745kg

駆動時間※3 約11時間

■CF‐MX5シリーズ （カスタマイズレッツノート プレミアムエディション）

品番 CF-MX5QFHQP
CF-MX5QFRQP

CF-MX5QDJQP
CF-MX5QDQQP

CF-MX5QDRQP

カラー シルバーダイヤモンド
ジェットブラック

シルバーダイヤモンド
ジェットブラック

ジェットブラック

OS Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 7 ダウングレードも選択可能

表示方式 12.5型（16:9） Full HD TFTカラーIPS液晶（1920×1080ドット） 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付
き

CPU インテル® Core™ i7-6600U vPro™ プロセッサー 2.60GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40GHz）

メモリー 16GB （拡張スロットなし） 8GB （拡張スロットな
し）

16GB （拡張スロットな
し）

ストレージ SSD：512GB

光学式
ドライブ

ブルーレイディスクドライブ
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ワイヤレス※1 LTE、無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、
Bluetooth v4.1

無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth
v4.1

Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（アレイマイク）

質量※2 約1.255kg 約1.233kg

駆動時間
※3※4

約11.5時間 約12時間 約11.5時間

■CF‐MX5シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-MX5PFLQP CF-MX5PDEQP

カラー ジェットブラック シルバーダイヤモンド

OS Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 7 ダウングレードも選択可能

表示方式 12.5型（16:9） Full HD TFTカラーIPS液晶（1920×1080ドット） 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付
き

CPU インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサー 2.40GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）

メモリー 8GB （拡張スロットなし）

ストレージ SSD：256GB

光学式
ドライブ

スーパーマルチドライブ

ワイヤレス※1 LTE、無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、
Bluetooth v4.1

無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、
Bluetooth v4.1

Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（アレイマイク）

質量※2 約1.220kg 約1.198kg

駆動時間
※3※4

約12時間

■CF‐LX5シリーズ（カスタマイズレッツノート プレミアムエディション）

品番 CF-LX5QDQQP CF-LX5QDFQP CF-LX5QD3QP CF-LX5QDRQP

カラー ジェットブラック シルバーダイヤモンド シルバーダイヤモンド ジェットブラック

OS Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 7 ダウングレードも選択可能

表示方式 14.0型（16:9） Full HD TFTカラー広視野角液晶（1920×1080ドット）アンチグレア

CPU インテル® Core™ i7-6600U vPro™ プロセッサー 2.60GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40GHz）

メモリー 16GB（拡張スロットなし） 8GB （拡張スロットなし）

ストレージ SSD：512GB SSD：256GB
＋HDD：750GB

SSD：256GB
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光学式
ドライブ

ブルーレイディスクドライブ

ワイヤレス※1 無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth v4.1

Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（アレイマイク）

質量※2 バッテリー（S）（標準） 約1.315kg
バッテリー（L）装着時 約1.455kg

バッテリー（S）（標準）
約1.395kg

バッテリー（L）装着時
約1.530kg

バッテリー（S）（標準）
約1.315kg

バッテリー（L）装着時
約1.455kg

駆動時間
※3※4

バッテリー（S）（標準）
約9時間

バッテリー（L）装着時
約18.5時間

バッテリー（S）（標準）
約9.5時間

バッテリー（L）装着時
約19時間

バッテリー（S）（標準）
約7.5時間

バッテリー（L）装着時
約15時間

バッテリー（S）（標準）
約9.5時間

バッテリー（L）装着時
約19時間

■CF‐LX5シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-LX5PDAQP
CF-LX5PDBQP

カラー シルバーダイヤモンド
ジェットブラック

OS Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 7 ダウングレードも選択可能

表示方式 14.0型（16:9） Full HD TFTカラー広視野角液晶（1920×1080ドット）アンチグレア

CPU インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサー 2.40GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）

メモリー 8GB （拡張スロットなし）

ストレージ HDD：750GB

光学式
ドライブ

スーパーマルチドライブ

ワイヤレス※1 無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth v4.1

Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（アレイマイク）

質量※2 バッテリー（S）（標準）約1.37kg、バッテリー（L）装着時約1.51kg

駆動時間
※3※4

バッテリー（S）（標準）約7.5時間、バッテリー（L）装着時約15時間

※1 Windows 7 Professionalを選択時は、Bluetooth v4.0になります。

※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※3 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動しま
す。バッテリーのエコノミーモード（ECO）無効時。エコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になりま
す。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。

※4 Windows 7 Professionalを選択時のバッテリー駆動時間は、Windows 10の場合より短くなります。

（商標について）

●Microsoft、Windows及びWindows ロゴ、Office ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標また
は商標です。

●Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
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●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel vPro、vPro Inside、Intel Core、Core Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/また
はその他の国における Intel Corporation の商標です。

●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

●カスタマイズレッツノート夏モデル各種デビューキャンペーンのご紹介

パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store」（http://jp.store.panasonic.com/）では、 カスタマイズレッツノート夏モデルの予約販

売開始に伴い、お得な各種キャンペーンを実施します。

（1）クイズとアンケートに答えて、お得な特典！
「レッツノート20周年クイズキャンペーン」実施中
クイズに全問正解、アンケートに回答いただくと、もれなくお得なクーポンをプレゼント

（2）他社製ノートパソコンを特別価格で買い取り！
「カスタマイズレッツノートに乗り換えキャンペーン」実施中
買い取り価格の最終査定額に、+2,000円アップ！
ショッピングポイントでの受け取りを選択すると、さらに5,000ポイントを追加でプレゼント

（3）早い者勝ち、先着購入プレゼントキャンペーン
「SZ5」シリーズご購入のお客様には、専用オリジナル本革ケースを、それぞれ先着500名様にプレゼント
「RZ5」「MX5」「LX5」シリーズご購入のお客様には、ビジネスで役立つレーザーポインターを、合計先着500名様にプレゼント

※実施期間、対象条件の詳細などは、キャンペーンサイトにてご確認ください。
また、キャンペーン内容は、変更になることがあります。

▼カスタマイズレッツノート キャンペーン一覧

http://jp.store.panasonic.com/pc/campaign/
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【商品画像】
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以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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