
2017年01月12日

レッツノート初 タブレットモバイルPC「XZシリーズ」登場

モバイルパソコン 「Let's note」 個人店頭/法人向け 春モデル発売

12.0型着脱式ノートPCで世界最軽量※1

品名 ノートパソコン

愛称 Let's note （レッツノート）

シリーズ XZ6シリーズ SZ6シリーズ RZ6シリーズ LX6 シリーズ

本体希望小売価格 オープン価格

発売日 2月17日 1月20日

生産台数 29万台（シリーズ全体として）

パナソニック株式会社は、モバイルの本質「軽量」「長時間」「頑丈」「高性能」を追求したモバイルパソコン「レッツノート」の2017年春モデルとし

て、「XZ6」シリーズを2月17日から、「SZ6」「RZ6」「LX6」シリーズを1月20日から発売します。

「XZ6」シリーズはレッツノート初の着脱式で、タブレットとしても使える12.0型液晶搭載の高性能モバイルPCです。頑丈設計のうえ、着脱式

ノートPCとして世界最軽量※1約1.019kg※2の軽さ、タブレット部も約550g※3の軽量です。

「SZ6」「RZ6」「LX6」シリーズは、法人向けモデルで、vPro™ テクノロジーに対応した、第7世代インテル® Core™ プロセッサー搭載モデルをラ

インアップし、法人様のニーズにお応えいたします。
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【特長】

＜XZシリーズ＞

1. 世界最軽量※1約1.019kg※2のタブレットモバイルPC
・12.0型（3:2）液晶搭載 着脱式ノートPCで世界最軽量※1 約1.019kg※2。タブレット部単体では約550g※3。
・第7世代インテル® Core™ iプロセッサー搭載。

2. 交換型バッテリー搭載のキーボードベース
・2mmストローク/19mmピッチ（横）の打ちやすい本格キーボードと、豊富なインターフェース（USB×3, LAN, VGA, HDMI）を搭載。タブ
レット部にはUSB Type-C™ ポート※4、顔認証対応IRカメラを搭載。
・キーボードベースに装着するバッテリーパックは交換可能。タブレット部の内蔵バッテリーとの組み合わせで、約9時間～約15時間駆動※

5、タブレット部のみで約4.5時間/約9時間駆動※5が可能。

3. モバイルシーンでのリスクに備える頑丈設計
・76cm落下試験実施（ノートPCスタイル時：動作時底面方向、タブレット部：動作時6方向）、100kgf加圧振動試験実施（ノートPCスタイ
ル時）

＜SZ6、RZ6、LX6シリーズ＞

・vPro™テクノロジーに対応した第7世代インテル® Core™ プロセッサー搭載（法人向けモデル）

※1：12型以上、インテル® Core™ i シリーズ・プロセッサー TDP（Thermal Design Power） 15W搭載の着脱式ノートPCにおいて（2017
年1月12日現在）。

※2：CF-XZ6HDAPR。キーボードベース：バッテリーパック（S）装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※3：CF-XZ6HDAPR。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※4：USB3.1 Gen1 （5Gbps）とDisplayPort Alternate Mode に対応しています。USB Power DeliveryおよびThunderbolt™ 3には対応
しておりません。USB Type-C対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。

※5：キーボードベース：付属のバッテリーパック装着時（タブレット部は内蔵バッテリー）。「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）」による駆
動時間。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。

【お問い合わせ先】

パナソニックパソコンお客様ご相談センター
TEL：0120-873029、06-6905-5067（9:00～20:00 365日受付）

【発売の背景】

レッツノートは、1996年の発売以来「軽量」「長時間」「頑丈（タフ）」「高性能」というコンセプトのもと、開発・進化を続け、ビジネス用モバイルパソ

コンとして高い評価をいただいております。20年の集大成として、春モデルでは、レッツノート初の着脱式のタブレットモバイルPC「XZシリー

ズ」を発売します。「XZシリーズ」は、高性能CPU、充実したインターフェース、長時間駆動、頑丈性能を確保しつつ、着脱式ノートPCとして世界

最軽量※6を実現。メインマシンとして使える高性能モバイルPCで、さらに軽量タブレットとして、プレゼンや情報チェックにもお使いいただけ

る、レッツノートの新シリーズです。また、全シリーズに最新の第7世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載し、法人向けモデルではvPro™テ

クノロジーにも対応しました。

今後もレッツノートは、自社開発・自社国内生産で、本格ビジネスモバイルとして必要とされる高品質なものづくりを追求します。

※6： 12型以上インテル® Core™ i シリーズ・プロセッサー TDP（Thermal Design Power） 15W搭載の着脱式ノートPCにおいて（2017年
1月12日現在）。CF-XZ6HDAPR。キーボードベース：付属のバッテリーパック（S）装着時、約1.019kg。タブレット部：内蔵バッテリー（S）装
着時、約550g。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

●XZシリーズ 特長の説明

1. 世界最軽量※7のタブレットモバイルPC

・12.0型 着脱式ノートPCで世界最軽量※7約1.019kg※8、タブレット部単体では約550g※9

・軽量と頑丈を両立するため、頑丈タブレット「TOUGHPAD」でのノウハウを活かし、剛性の高いマグネシウム合金製のリアキャビネットとフロ
ントシャーシを、厚みを極限まで薄肉化し、それらとタッチパネルの3層構造にすることで、強度を確保しつつ、軽量化を実現しました。

・着脱部には、耐久性のある高速伝送頑丈コネクターを新開発。
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※7： 12.0型インテル® Core™ i シリーズ・プロセッサー TDP（Thermal Design Power） 15W搭載の着脱式ノートPCにおいて。

※8：CF-XZ6HDAPR。キーボードベースにバッテリーパック（S）装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※9：CF-XZ6HDAPR。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

・第7世代インテル® Core™ iプロセッサー搭載

メインマシンとして使える高性能を発揮します。

・インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50 GHz（最大3.10 GHz）店頭モ

デル

・インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz（最大3.50 GHz）

法人モデル

・インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサー 2.80 GHz（最大3.90 GHz）

法人モデル

2. 交換型バッテリー搭載のキーボードベース

・キーボードベースには2mmストローク/19mmピッチ（横）の打ちやすい本格キーボードと、豊富なイン
ターフェース（USB×3, LAN, VGA※10, HDMI（4K60p出力対応）※10）を搭載。

・タブレット部に映像出力対応のUSB Type-C™ ポート※11、顔認証対応IRカメラ（フロント）搭載※12。

※10：CF-XZ6は、HDMI出力と外部ディスプレイコネクター（アナログRGB）からの出力は同時に表示できません（HDMI優先）。

※11：USB3.1 Gen1（5Gbps）とDisplayPort Alternate Mode に対応しています。USB Power DeliveryおよびThunderbolt™ 3 には対
応しておりません。USB Type-C対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。

※12：法人向けモデルの一部は通常のWebカメラを搭載
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・キーボードベースに装着するバッテリーは交換可能。タブレット部内蔵バッテリーとの組み合わせで、約
9時間～約15時間駆動※13が可能。タブレット部のみで約4.5時間/約9時間駆動※13

・キーボードベースのバッテリーパックから、タブレット部の内蔵バッテリーに充電可能※14。

・キーボードベース単体でスマホに充電が可能※15。

スタイル バッテリー種別 駆動時間 質量

本体（タブレット部）
＋

キーボードベース

キーボードベース
バッテリーパック（L）装着時

約15時間 約1.109kg
※LTE非搭載時

キーボードベース
バッテリーパック（S）装着時

約9時間 約1.019kg
※LTE非搭載時

タブレット部 バッテリー （S） 約4.5時間 約550g
※LTE非搭載時

※13：「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）」による駆動時間。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。

※14：ACアダプター未接続時、本体が電源オフ/スリープ状態/休止状態時のみタブレット部への充電が可能です。

※15：ACアダプターが装着されているときは充電しません。

3. モバイルシーンでのリスクに備える頑丈設計

・【ノートPCスタイル】76cm落下試験（動作時・底面方向）※16 /30cm落下試験（非動作時・26方
向）※17 /100kgf加圧振動試験※17 /タブレットドッキング部着脱試験

・【タブレット部】76cm落下試験（動作時・6方向）※16

※16：当社技術実験室にて。本製品の耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。落下した場合は点検（有償）に出して
ください。

※17：当社技術実験室にて。非動作時。天面と底面全体に均等に980N｛100kgf｝で圧迫した状態で振動試験を実施。本製品の耐圧迫性
能は、無破損・無故障を保証するものではありません。

4. その他特長

・見やすさを追求した高解像度の12.0型（3：2）QHD（2160X1440）液晶

・12.0型で横縦比3：2（25.4×16.9cm）。比率が書類に近く、書類の表示に好適（定型用紙の横縦比は約2.83：2）。

・情報量はフルHD（1920×1080）液晶の1.5倍。

・映り込みが少ないアンチリフレクションフィルム貼り付け済み。

・タブレット時の操作性を向上する「ホイールパッド・タッチLite」

・画面に仮想ホイールパッド（ホイールパッド・タッチ）を設置し、タブレットを持ち替

えずに操作できるユーティリティ。手元でポインティングやくるくるスクロールが可能

になり、安定した状態で操作ができ、閲覧や入力（ポインター操作）が快適になりま

す。

・マウスポインター制御：仮想ホイールパッドでマウスポインターを動かして、クリック

（タップ）や右クリック操作ができます。また、遠くにマウスを合わせる時は、クリック

領域を仮想ホイールパッドの枠外に持ち出すことも可能。指を戻すことなく、その位

置でタップでき、便利です。

・くるくるスクロール：画面上のホイールパッド・タッチの縁をなぞると、選択した画面

を上下スクロールできます。
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・使いやすいアクティブペン（オプション）

・1,024段階の筆圧に対応した感圧センサーを内蔵。アクティブペンを使うと、細い

線から太い線まで自由に引けます。

・ペンに2つのボタンを搭載し、消しゴム機構と右ボタンクリック機能が使えます。

・表示中の画面を画像として取り込み、そこに文字や図などを手書きできる

「Windows Ink」機能を使えば、仕事の効率がアップします。

・Windows Helloに対応 Windows 10 Pro/ Windows 10 Home搭載

・顔認証対応IRカメラをフロントに搭載

＊法人向けモデルの一部は通常のWebカメラを搭載。

・頑丈なヒンジを採用しスタンドなしで自立可能。省スペースを実現

・頑丈なヒンジを採用し、ノートPCスタイル時でもスタンドなしで自立。角度は125

度まで開くことができます。新幹線のテーブルや、カフェのカウンターのような場所

でも使いやすい構造です。

・セキュリティロック搭載

・ノートPCスタイルにすると使用可能なセキュリティロック。1ヶ所でタブレット部と

キーボードベースをセキュリティワイヤーで同時に固定できます。取り付けるとレ

バーが動かず、タブレット部の着脱ができない構造となっています。

・法人向けカスタマイズ

・指紋センサー*、リアカメラ*、メモリー増量、ストレージ容量増量等に対応。

*標準搭載モデルをご用意。指紋センサー、リアカメラのうち1つのみ搭載可能。2つ以上を同時に搭載できません。

●SZ6、RZ6、LX6シリーズ特長の説明

1. vPro™テクノロジー対応の第7世代インテル® Core™ プロセッサー搭載（法人向け）

・第6世代プロセッサーと比べ演算処理は約10％、グラフィック処理は約5％性能アップ

＜個人向け店頭モデル＞

・インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 2.70 GHz （キャッシュ4MB、最大3.50 GHz） （SZ6）

・インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50 GHz （キャッシュ3MB、最大3.10 GHz） （SZ6、LX6）

・インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサー 1.20 GHz （キャッシュ4MB、最大3.20 GHz） （RZ6）

・インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー 1.00 GHz （キャッシュ4MB、最大2.60 GHz） （RZ6）
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＜法人向けモデル＞

・インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサー 2.80 GHz （キャッシュ4MB、最大3.90 GHz） （SZ6、LX6）

・インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz （キャッシュ3MB、最大3.50 GHz） （SZ6、LX6）

・インテル® Core™ i5-7Y57 vPro™ プロセッサー 1.20 GHz （キャッシュ4MB、最大3.30 GHz） （RZ6）

2. 快適なデータ通信が可能なLTEに対応（LX6除く）

・受信時最大300Mbps※18、送信時最大50Mbps。※18

・外付けの通信機器を接続する手間が不要。ブラウザを立ち上げるとすぐにネットが見られます。

・nano SIMスロット搭載 *SZ6秋冬モデルはmicro SIM、RZ6秋冬モデルは標準SIMを採用。

・SIMロックは、かかっていません。※19

※18：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。

※19：国内専用です。全ての動作を保証するものではありません。通信事業者によってサービス、エリアは異なりますので、詳細は通信事業
者へお問い合わせください。

3. RZ6の本体カラーにブラックを追加、LX6はHDDの容量をアップ（個人向け店頭モデル）

＜レッツノート春モデルデビューキャンペーン＞

■XZ買います＆買いました宣言キャンペーンhttp://panasonic.jp/pc/topics/17s_xz/

■春モデルご愛用者登録キャンペーンhttp://panasonic.jp/pc/topics/17s/

■2017年春 イベント告知ページhttp://panasonic.jp/pc/topics/17s_event/

【主な仕様】詳細はホームページ http://panasonic.jp/pc/products/lineup/ をご参照ください。

＜個人向け店頭モデル＞

■XZ6シリーズ（個人向け店頭モデル）

品番 CF-XZ6HDAPR CF-XZ6HFAQR CF-XZ6HDBQR CF-XZ6HFBQR

本体カラー シルバー

OS Windows 10 Home 64
ビット

Windows 10 Pro 64ビット

表示方式 12.0型（3:2） QHD TFTカラー液晶（2160×1440ドット） 静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィ
ルム付き

CPU インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50 GHz
（キャッシュ3MB、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3.10 GHz）

メモリー 8 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：128 GB SSD：256 GB

光学式ドライブ 非搭載

ワイヤレスWAN 非搭載 LTE（nano SIM） 非搭載 LTE（nano SIM）

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） 顔認証対応IRカメラ（フロント）：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 288.5mm×223.7mm×22mm （タブレット部は286.5mm×206.2mm×9.5mm） （突起部除く）

質量（本体）※20 約1.019 kg 約1.059 kg 約1.109 kg 約1.149 kg
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質量（タブレット部）※20 約0.55 kg 約0.59 kg 約0.55 kg 約0.59 kg

駆動時間※21 本体：約9時間/タブレット部：約4.5時間 本体：約15時間/タブレット部：約4.5時間

付属バッテリー キーボードベース：バッテリーパック（S）/
タブレット部：内蔵バッテリー（S）（交換不可）

キーボードベース：バッテリーパック（L） /
タブレット部：内蔵バッテリー（S）（交換不可）

Office Office Home and Business Premium（2016）

付属品 キーボードベース用バッテリーパック（S）、ウォールマウント
プラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等

キーボードベース用バッテリーパック（L）、ウォールマウントプ
ラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等

■SZ6シリーズ（個人向け店頭モデル）

品番 CF-SZ6HDYPR CF-SZ6HDKPR CF-SZ6HDLQR CF-SZ6JD3QR CF-SZ6JFMQR

本体カラー シルバー ブラック

OS Windows 10 Home 64ビット Windows 10 Pro 64ビット

表示方式 12.1型（16:10） WUXGA TFTカラー液晶（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 2.50 GHz
（キャッシュ3MB、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3.10 GHz）

インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 2.70
GHz

（キャッシュ4MB、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3.50 GHz）

メモリー 8 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：256 GB HDD：1 TB SSD：128 GB SSD：256 GB

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WAN 非搭載 LTE（nano SIM）

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm（突起部除く）

質量※20 約0.849 kg 約1.02 kg 約0.929 kg 約1.025 kg 約1.05 kg

駆動時間※21 約14.5 時間 約12 時間 約14.5 時間 約22 時間

付属バッテリー バッテリーパック（S） バッテリーパック（L）、

Office Office Home and Business Premium（2016）

付属品 バッテリーパック（S）、ACアダプター、取扱説明書 等 バッテリーパック（L）、ACアダプター、取扱説明書 等

■RZ6シリーズ（個人向け店頭モデル）

品番 CF-RZ6GDFPR CF-RZ6HFLPR CF-RZ6HFMQR

本体カラー シルバー ブラック

OS Windows 10 Home 64ビット Windows 10 Pro 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） 静電容量式マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィル
ム付き
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CPU インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッ
サー 1.00 GHz（キャッシュ4MB、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2.60 GHz）

インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサー 1.20 GHz
（キャッシュ4MB、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3.20 GHz）

メモリー 8 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：128 GB SSD：256 GB

光学式ドライブ 非搭載

ワイヤレスWAN 非搭載 LTE（nano SIM）

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） Webカメラ：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅250 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm（突起部除く）

質量※20 約0.745 kg 約0.775 kg

駆動時間※21 約11.5 時間

Office Office Home and Business Premium（2016）

付属品 バッテリーパック、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等

■LX6シリーズ（個人向け店頭モデル）

品番 CF-LX6HDAQR CF-LX6HD9QR

本体カラー シルバー

OS Windows 10 Pro 64ビット

表示方式 14.0型（16:9） Full HD TFTカラー液晶（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 2.50 GHz
（キャッシュ3MB、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3.10 GHz）

メモリー 8 GB（拡張スロットなし）

ストレージ HDD：1 TB SSD：256 GB

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WAN 非搭載

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） Webカメラ：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅333 mm×奥行225.6 mm×高さ24.5 mm（突起部除く）

質量※20 約1.35 kg 約1.435 kg

駆動時間※21 約8 時間 約20 時間

付属バッテリー バッテリーパック（S） バッテリーパック（L）

Office Office Home and Business Premium（2016）
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付属品 バッテリーパック（S）、ACアダプター、取扱説明書 等 バッテリーパック（L）、ACアダプター、取扱説明書 等

＊上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※20：付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※21： 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（CF-XZ6はエコノミーモードに非対応）。

＜法人向けモデル＞

■XZ6シリーズ（法人向けモデル）

●本体カラーは全てシルバーとなります。

品番 CF-XZ6SF8VS CF-XZ6RF7VS CF-XZ6RD6VS
リアカメラ内蔵モ

デル

CF-XZ6RF5VS
指紋センサー内

蔵モデル

CF-XZ6RD4VS CF-XZ6RD3VS

OS Windows 10 Pro 64ビット

表示方式 12.0型（3：2）QHD TFTカラー液晶（2160×1440ドット）
静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き

CPU インテル® Core™
i7-7600U vPro™

プロセッサー
2.80 GHz

（キャッシュ4MB、
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3.90

GHz）

インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz
（キャッシュ3MB、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3.50 GHz）

メモリー 16 GB（拡張ス
ロットなし）

8 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：512 GB SSD：256 GB

光学式ドライブ 非搭載

ワイヤレスWAN LTE（nano SIM） 非搭載 LTE（nano SIM） 非搭載

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ
（マイク）

顔認証対応IRカメラ（フロント） 有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

その他装備 - - リアカメラ
（約800万画素）

指紋センサー - -

外形寸法 288.5mm×223.7mm×22mm （タブレット部は286.5mm×206.2mm×9.5mm） （突起部除く）

質量※22（本体） 約1.214 kg 約1.029 kg 約1.224kg 約1.109 kg 約1.019 kg

質量※22

（タブレット部）
約0.655kg 約0.56kg 約0.665kg 約0.55kg

駆動時間※2

（本体）
約18 時間 約18.5時間 約9 時間 約18.5 時間 約15 時間 約9 時間

駆動時間※32
（タブレット部）

約9時間 約4.5 時間 約9 時間 約4.5 時間

内蔵バッテリー バッテリー （L） バッテリー（S） バッテリー（L） バッテリー（S）
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付属バッテリー
パック

バッテリーパック（L） バッテリーパック
（S）

バッテリーパック（L） バッテリーパック（S）

Office 付属していません （法人向け案件別対応）

その他の付属品 ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等

品番 CF-XZ6RD2VS CF-XZ6RD1VS CF-XZ6HD1VS◆

OS Windows 10 Pro 64ビット

表示方式 12.0型（3：2）QHD TFTカラー液晶（2160×1440ドット）
静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き

CPU インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz
（キャッシュ3MB、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3.50 GHz）

インテル® Core™ i5-7200U プロ
セッサー 2.50 GHz（キャッシュ

3MB、
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3.10

GHz）

メモリー 4 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：128 GB

光学式ドライブ 非搭載

ワイヤレスWAN 非搭載

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） Webカメラ：有効画素数最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 288.5mm×223.7mm×22mm （タブレット部は286.5mm×206.2mm×9.5mm） （突起部除く）

質量※22（本体） 約1.109 gk 約1.019 kg

質量※22（タブレット部） 約0.55 kg

駆動時間※23（本体） 約15 時間 約9 時間

駆動時間※23（タブレット部） 約4.5時間

内蔵バッテリー バッテリー（S）

付属バッテリーパック バッテリーパック（L） バッテリーパック（S）

Office 付属していません （法人向け案件別対応）

その他の付属品 ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。
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■SZ6シリーズ（法人向けモデル）

●本体カラーは全てシルバーとなります。

品番 CF-SZ6SFUVS CF-SZ6RFQVS CF-SZ6RDQVS CF-SZ6RD6VS CF-SZ6RDCVS

OS Windows 10 Pro 64ビット

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

CPU インテル® Core™ i7-
7600U vPro™ プロ
セッサー 2.80 GHz
（キャッシュ4MB、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3.90

GHz）

インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz
（キャッシュ3MB、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3.50 GHz）

メモリー 16 GB（拡張スロット
なし）

8 GB（拡張スロットなし） 4 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：512 GB SSD：256 GB SSD：128 GB HDD：320 GB

光学式ドライブ スーパーマルチドライブ

ワイヤレスWAN LTE（nano SIM） 非搭載

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ
（マイク）

Webカメラ：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm（突起部除く）

付属バッテリーパッ
ク

バッテリーパック（S） バッテリーパック（L）

質量※22 約0.955 kg 約0.929 kg 約1.115 kg

駆動時間※23 約14 時間 約14.5時間 約15時間 約18 時間

Office 付属していません（法人向け案件別対応）

その他の付属品 ACアダプター、取扱説明書 等

品番 CF-SZ6RFYVS CF-SZ6RDVVS
指紋センサー内蔵モデ

ル

CF-SZ6RDYVS CF-SZ6RDFVS CF-SZ6RDAVS

OS Windows 10 Pro 64ビット

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

CPU インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz
（キャッシュ3MB、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3.50 GHz）

メモリー 8 GB（拡張スロットなし） 4 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：256 GB SSD：128 GB HDD：320 GB

光学式ドライブ 非搭載

ワイヤレスWAN LTE（nano SIM） 非搭載
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無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） Webカメラ：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm（突起部除く）

付属バッテリーパッ
ク

バッテリーパック（S） バッテリーパック（L）

質量※22 約0.875 kg 約0.86 kg 約0.849 kg 約1.035 kg

駆動時間※23 約14.5時間 約15時間 約18時間

Office 付属していません （法人向け案件別対応）

その他の付属品 ACアダプター、取扱説明書 等

品番 CF-SZ6HDCVS◆ CF-SZ6HMCVS◆ CF-SZ6GDBVS◆

OS Windows 10 Pro 64ビット

表示方式 12.1型（16:10）WUXGA TFTカラー液晶（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 2.50 GHz（キャッシュ3MB、
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3.10 GHz）

インテル® Core™ i3-7100U プロセッ
サー 2.40 GHz（キャッシュ3MB）

メモリー 4 GB（拡張スロットなし）

ストレージ HDD：320 GB

光学式ドライブ スーパーマルチドライブ 非搭載

ワイヤレスWAN 非搭載

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） Webカメラ：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm（突起部除く）

付属バッテリーパック バッテリーパック（L） バッテリーパック（S）

質量※22 約1.115 kg 約0.940 kg

駆動時間※23 約18 時間 約12 時間

Office 付属していません
（法人向け案件別対応）

Office Home and Business
Premium（2016）

付属していません
（法人向け案件別対応）

その他の付属品 ACアダプター、取扱説明書 等

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。

■RZ6シリーズ（法人向けモデル）

●本体カラーは全てシルバーとなります。

品番 CF-RZ6RDDVS CF-RZ6RFDVS CF-RZ6RDRVS CF-RZ6RFRVS

OS Windows 10 Pro 64ビット

表示方式 10.1型（16:10）WUXGA TFTカラー液晶（1920×1200ドット）静電容量式マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き
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CPU インテル® Core™ i5-7Y57 vPro™ プロセッサー 1.20 GHz
（キャッシュ4MB、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3.30 GHz）

メモリー 4 GB（拡張スロットなし） 8 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：128 GB SSD：256 GB

光学式ドライブ 非搭載

ワイヤレスWAN 非搭載 LTE（nano SIM） 非搭載 LTE（nano SIM）

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） Webカメラ：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅250 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm（突起部除く）

質量※22 約0.745 kg 約0.775 kg 約0.745 kg 約0.775 kg

駆動時間※23 約12 時間 約11.5 時間

Office 付属していません（法人向け案件別対応）

その他の付属品 バッテリーパック、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等

■LX6シリーズ（法人向けモデル）

●本体カラーは全てシルバーとなります。

品番 CF-LX6SDDVS CF-LX6RDGVS CF-LX6RDMVS CF-LX6RDHVS CF-LX6HMCVS◆ CF-LX6HDCVS
◆

OS Windows 10 Pro 64ビット

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

CPU インテル® Core™
i7-7600U vPro™

プロセッサー
2.80 GHz（キャッ
シュ4MB、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

3.90 GHz）

インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz
（キャッシュ3MB、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3.50 GHz）

インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー
2.50 GHz（キャッシュ3MB、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

3.10 GHz）

メモリー 16 GB
（拡張スロットな

し）

8 GB
（拡張スロットな

し）

4 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：512 GB SSD：256 GB SSD：128 GB HDD：320 GB

光学式ドライブ スーパーマルチドライブ

ワイヤレスWAN 非搭載

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ
（マイク）

Webカメラ：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅333 mm×奥行225.6 mm×高さ24.5 mm（突起部除く）

付属バッテリーパッ
ク

バッテリーパック（S） バッテリーパック
（L）

バッテリーパック（S）

13/15



質量※22 約1.275 kg 約1.49 kg 約1.35 kg

駆動時間※23 約9.5 時間 約10 時間 約16 時間 約8 時間

Office 付属していません （法人向け案件別対応） Office
Home and
Business
Premium
（2016）

付属していません （法人向
け

案件別対応）

その他の付属品 ACアダプター、取扱説明書 等

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。

品番 CF-LX6RDPVS CF-LX6RDLVS CF-LX6RDTVS CF-LX6GDVVS◆

OS Windows 10 Pro 64ビット

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

CPU インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz
（キャッシュ3MB、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3.50 GHz）

インテル® Core™ i3-
7100U

プロセッサー 2.40 GHz
（キャッシュ3MB）

メモリー 8 GB（拡張スロットなし） 4 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD：256 GB SSD：128 GB HDD：320 GB

光学式ドライブ 非搭載

ワイヤレスWAN 非搭載

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v4.1

カメラ（マイク） Webカメラ：有効画素数 最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載

外形寸法 幅333 mm×奥行225.6 mm×高さ24.5 mm（突起部除く）

付属バッテリーパック バッテリーパック（S） バッテリーパック（L） バッテリーパック（S）

質量※22 約1.19 kg 約1.405 kg 約1.265 kg

駆動時間※23 約10 時間 約16 時間 約8 時間

Office 付属していません（法人向け案件別対応）

その他の付属品 ACアダプター、取扱説明書 等

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。

＊上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※22：付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※23：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（CF-XZ6はエコノミーモード非対応）。
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【XZシリーズ専用オプション表】

品名 品番 希望小売価格 発売日 備考

ACアダプター CF-AA62U2FJS 10,000円（税抜） 2月下旬発売予定 同等品を本体に標準添付。
ウォールマウント付属。タブ
レット部、キーボードベース共
通（3.5φ）、XZ専用

バッテリーパック（L） CF-VZSU0XU 16,000円（税抜） 2月下旬発売予定 キーボードベース用。
5440mAh/5200mAh/7.6V
質量230g

バッテリーパック（S） CF-VZSU0WU 10,000円（税抜） 2月下旬発売予定 キーボードベース用。
2720mAh/2600mAh/7.6V
質量140g

アクティブペン CF-VNP024U 9,800円（税抜） 2月下旬発売予定 全長146.2mm

プライバシーフィルター CF-VPS09U オープン価格 2月下旬発売予定 視認角度60度

保護フィルム（交換用） CF-VPF32U 6,000円（税抜） 2月下旬発売予定 出荷時に装着済み

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

（商標について）

●Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Office ロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Thunderbolt、
Thunderboltロゴは、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。

●USB Type-C および USB-Cは USB Implementers Forum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。

※仕様および意匠につきましては、予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

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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