
2016年10月04日

「SZ6」シリーズに、ゴールドカラー＆最上位スペックの20周年記念モデル登場

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秋冬モデルを発売

「SZ6」「RZ6」「LX6」各シリーズ 最新のインテル® 第7世代CPU搭載、SSD1TBモデルをご用意

品名 ノートパソコン

愛称 Let's note（レッツノート）

シリーズ SZ6シリーズ RZ6シリーズ LX6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

 

価格（税抜） 238,828円～ 209,800円～ 219,828円～ 192,800円～ 233,628円～ 179,800円～

発売日 10月14日 ※レッツノート20周年記念モデル（CF-SZ6F20QP）は、11月11日

予約受付
開始日

10月4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年秋冬モデル「SZ6」「RZ6」「LX6」を10月より発売します。

今回の秋冬モデルでは、レッツノート20周年記念モデル第2弾として、ご好評の「SZ」シリーズに、本体色アニバーサリーゴールド、SSD2TB

（1TB+1TB）搭載の最上位モデルを200台※1限定でご用意しました。
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主な特長

1. 「SZ6」シリーズに、最上位スペック＆ゴールドカラーの20周年記念モデル登場
・20周年だけの特別なボディーカラー「アニバーサリーゴールド」、200台※1限定でご用意。
さらに数量50枚限定で、七宝柄の特別カラー天板「七宝＆ゴールド」も選択可能
・最上位モデルとして、Windows 10 Pro、SSD2TB（1TB+1TB）、メモリー16GB、LTE対応
・世界に1台の特別感を演出するレーザー刻印のシリアルNo.入り銘板
・ゴールドカラーのバッテリーパック2本（Lサイズ、Sサイズ）を標準付属

2. 最新のインテル® 第7世代CPU搭載、SSD1TBモデル等の商品バリエーションを強化
・「SZ6」「LX6」シリーズ プレミアムエディション： インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー搭載

プレミアムエディション以外： インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー搭載

・「RZ6」シリーズ インテル® Core™ i7-7Y75 プロセッサー搭載

または、インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサー搭載

・「SZ6」「RZ6」「LX6」各シリーズで、SSD1TB/メモリー16GB搭載のハイスペックなモデルもご用意
・「RZ6」シリーズでは、ご好評の本体色ジェットブラックを、プレミアムエディション以外の機種にも展開

3. パナソニック ストアならではのカスタマイズサービスメニューも充実
・プレミアムエディション以外の機種でも、盗難保証までサポートする「3年特別保証プレミアム」が選択可能
・お客様の使用環境に応じて「Windows 10 Pro 64ビット」「Windows 10 Home 64ビット」が選択可能※2

・「SZ6」シリーズに、淡くシックなピンクのカラー天板「スモーキーピンク」を追加
※1 200台限定は個人向けサイトでの販売上限。

※2 Windows 10 Pro 64ビットへのカスタマイズは有償。20周年記念モデル（CF-SZ6F20QP）は、Windows 10 Pro 64ビットのみ。

【パナソニック ストア カスタマイズレッツノート 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. 「SZ6」シリーズに、最上位スペック＆ゴールドカラーの20周年記念モデル登場

20周年の感謝の思いを込めて、数量限定200台※1でご用意。

・20周年記念モデルだけの上質なゴールド塗装のボディーカラー「アニバーサリーゴールド」
ホイールパッド、ネジやゴム足までゴールド調の仕上げ

・カラー天板カスタマイズもさらに数量限定50台分ご用意
七宝柄の特別カラー天板「七宝＆ゴールド」を選択可能

・特別限定モデルに相応しい最上位スペック
インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 2.70GHz（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3.50GHz）

Windows 10 Pro 64ビット、SSD2TB（1TB+1TB）、メモリー16GB、ブルーレイドライブ搭載、LTE対応

・世界に1台限りの特別感の演出
シリアルNo.をレーザー刻印した銘板

・ゴールドカラーのバッテリーパック2本（Lサイズ、Sサイズ）を標準付属

2. 最新のインテル® 第7世代CPU搭載、SSD1TBモデル等の商品バリエーションを強化

・「SZ6」「LX6」シリーズ
プレミアムエディション：インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 2.70GHz

（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3.50GHz）

プレミアムエディション以外：インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50GHz

（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）

・「RZ6」シリーズ
インテル® Core™ i7-7Y75 プロセッサー 1.30GHz

（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3.60GHz）

インテル® Core™ i5-7Y54 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3.20GHz）

・「SZ6」「RZ6」「LX6」各シリーズで、SSD1TB/メモリー16GB搭載のハイスペックなモデルをご用意
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・「RZ6」シリーズでは、ご好評の本体色ジェットブラックを幅広く展開
夏モデルのSSD512GB/LTE搭載モデル限定から、
秋冬モデルでは、SSD128GBモデル、SSD256GBモデル、SSD512GBモデル、SSD1TBモデルと
多様なスペックのモデルに、本体色ジェットブラックを展開

・「SZ6」「RZ6」シリーズLTE搭載モデル
LTE通信速度アップ。受信時最大300Mbps、送信時最大50Mbps
※SIMロックがかかっていません。国内専用です。
通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

3. パナソニック ストアならではのカスタマイズサービスメニューも充実

・3年特別保証プレミアム
従来、プレミアムエディションのみで提供していた「3年特別保証プレミアム」（盗難保証までサポート）を、秋冬モデルからは、プレミアムエ
ディション以外の機種でもカスタマイズで選択が可能

・新色カラー天板
「SZ6」シリーズに、淡くシックなピンクのカラー天板「スモーキーピンク」を追加

・選べるWindows 10
お客様の使用環境に応じて選択できる「Windows 10 Pro 64ビット」「Windows 10 Home 64ビット」※2

・ソフトBTOも充実
「翻訳ピカイチ V15」は、大幅にパワーアップ
圧倒的な辞書語数となる「総辞書語数751万語」を収録、どの専門語辞書で翻訳されたかが一目でわかる「専門語辞書カラー表示」機
能など。

●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‐SZ6シリーズ 20周年記念モデル （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-SZ6F20QP

カラー アニバーサリーゴールド

OS Windows 10 Pro 64ビット

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™ i7-7500U プロセッサー 2.70GHz
（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3.50GHz）

メモリー 16GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：2TB（1TB+1TB）

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 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※3 バッテリー（S）装着時 約1.03kg
バッテリー（L）装着時 約1.125kg

駆動時間
※4

バッテリー（S）装着時 約14時間
バッテリー（L）装着時 約21時間
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■CF‐SZ6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-SZ6FDQPP CF-SZ6FFRPP CF-SZ6FDSPP
CF-SZ6FDTPP

CF-SZ6FFSPP CF-SZ6FF7PP

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 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可

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™ i7-7500U プロセッサー 2.70GHz
（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3.50GHz）

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 SSD：1TB

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 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※3 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1.05kg

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
※4

バッテリー（S）（標準） 約14.5時間
バッテリー（L）装着時 約22時間

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

■CF‐SZ6シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-SZ6EDYPP CF-SZ6EDNPP CF-SZ6EFPPP

カラー 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 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可

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™ i5-7200U プロセッサー 2.50GHz
（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 8GB （拡張スロットなし）

ストレージ SSD：256GB SSD：128GB＋HDD：1TB

光学式
ドライブ

非搭載 スーパーマルチドライブ

ワイヤレス 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※3 バッテリー（S）（標準）
約0.849kg

バッテリー（L）装着時
約0.945kg

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
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駆動時間
※4

バッテリー（S）（標準）
約14.5時間

バッテリー（L）装着時 約22時間

バッテリー（S）（標準）
約12時間

バッテリー（L）装着時 約18時間

■CF‐RZ6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-RZ6EDRPP
CF-RZ6EDSPP

CF-RZ6EDTPP CF-RZ6EFXPP CF-RZ6FFTPP
CF-RZ6FFXPP

CF-RZ6FDYPP

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

ジェットブラック

OS Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可

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™ i5-7Y54 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3.20GHz）

インテル® Core™ i7-7Y75 プロセッサー 1.30GHz
（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3.60GHz）

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 SSD：1TB

光学式
ドライブ

非搭載

ワイヤレス 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

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※3 約0.745kg 約0.775kg 約0.745kg

駆動時間
※4

約11.5時間 約11時間

■CF‐RZ6シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-RZ6EDGPP
CF-RZ6EDJPP

CF-RZ6EFGPP
CF-RZ6EFJPP

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

OS Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可

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™ i5-7Y54 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3.20GHz）

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 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）
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質量※3 約0.745kg 約0.775kg

駆動時間※4 約11.5時間

■CF‐LX6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-LX6FD3PP CF-LX6FDRPP CF-LX6FDFPP CF-LX6FDQPP CF-LX6FD6PP

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 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可

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™ i7-7500U プロセッサー 2.70GHz
（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3.50GHz）

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
＋HDD：1TB

SSD：256GB SSD：512GB SSD：1TB

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 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※3 バッテリー（S）（標準） 約
1.375kg

バッテリー（L）装着時 約
1.515kg

バッテリー（S）（標準） 約1.295kg
バッテリー（L）装着時 約1.435kg

駆動時間
※4

バッテリー（S）（標準）
約8時間

バッテリー（L）装着時
約16時間

バッテリー（S）（標準） 約10時間
バッテリー（L）装着時 約20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19.5時間

■CF‐LX6シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-LX6EDBPP

カラー シルバーダイヤモンド

OS Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可

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™ i5-7200U プロセッサー 2.50GHz
（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 8GB （拡張スロットなし）

ストレージ 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 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※3 バッテリー（S）（標準）約1.350kg、バッテリー（L）装着時約1.490kg
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駆動時間
※4

バッテリー（S）（標準）約8時間、バッテリー（L）装着時約16時間

※1 200台限定は個人向けサイトでの販売上限。

※2 Windows 10 Pro 64ビットへのカスタマイズは有償。20周年記念モデル（CF-SZ6F20QP）は、Windows 10 Pro 64ビットのみ。

※3 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※4 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。

（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。

●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秋冬モデル各種デビューキャンペーン/イベントのご紹介

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秋冬モデル予約販

売開始に伴い、各種キャンペーンやイベントを実施します。

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20,000ポイントを追加でプレゼント

③ゴールドカラー商品20万円分を抽選でプレゼント！
期間中、キャンペーンに参加してくれた方の中から抽選で6名様に、
20万円相当のゴールドカラーのパナソニック商品をプレゼント

④女性のための創業セミナー開催！
資金調達や販路拡大のノウハウなど、女性が創業時に知っておくと役に立つ情報を伝授する、
「女性のための創業セミナー」をパナソニックセンター大阪にて11/18（金）に開催！
ノートPCが実現する自由な働き方や、ノートPC選びのポイントもご紹介。
セミナーにて、カスタマイズレッツノートの実機も体感いただけます。

※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

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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