
2017年6月2日

タブレットモバイルPC「XZ6シリーズ」の商品力をさらに強化

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

2種類のストレージSSD＋HDDを搭載した「SZ6、LX6シリーズ」

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 6月16日（法人向けアジアモデルは7月から順次発売予定）

生産台数 35万台（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」の個人店頭向け2017

年夏モデルとして、「XZ6」「SZ6」「RZ6」「LX6」シリーズを6月16日から発売します。

個人店頭向け夏モデルでは、XZ6シリーズにタブレット部へ長時間バッテリーを内蔵したモデルを用意し、さらに全モデルにアクティブペンを

付属したことで利便性が向上しました。SZ6、LX6シリーズにはSSDとHDDの2種類のストレージを搭載したSSD＋HDDモデルを追加し、ライン

アップを強化します。

また、法人向けには、SZ6シリーズのアジアモデルをラインアップします。
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【特長】

1） タブレット部にバッテリー（L）を内蔵した、長時間駆動モデルを用意（個人店頭向けXZ6シリーズ）

・タブレット部内蔵バッテリーの容量が倍になり、タブレット単体で約9時間※1、キーボードベースと合わせて最大約18.5時間※1の長時間駆
動が可能に。※2

・タッチパネル操作やメモに便利なアクティブペンを、XZ6シリーズ全モデルに付属。
・バッテリーパック（L）を搭載した、キーボードベースユニットをオプションで用意。

2） 2種類のストレージを搭載したSSD＋HDDモデルを用意（個人店頭向けSZ6/LX6シリーズ）

・高速なSSDと大容量1TBのHDDの2つのストレージを搭載し、高速処理と大量のデータ保存を両立。
・LX6に高性能なCore i7プロセッサー搭載モデルを用意。

3）SZ6シリーズにアジアモデルが登場（法人向け）
・導入国・地域に合わせた言語、キーボード、ACケーブル等を選択可能。

※1：CF-XZ6BFYQR。「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。

※2：キーボードベースのバッテリーパックは、（L）との組み合わせのみになります。

【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。個人店頭向け夏モデルでは、好評のタブレットモバイルPC「XZ6シリーズ」に、タブレット部の内蔵

バッテリー（L）を搭載したモデルを用意。別売だったアクティブペンを全モデルに付属し、タブレットモバイルPCとしての利便性が向上します。

SZ6、LX6シリーズにはSSDとHDDの2種類のストレージを搭載したSSD＋HDDモデルを追加し、ラインアップの強化を図りました。

法人向けには、国内企業がアジア各国・地域で同一仕様のモデルを導入できるSZ6ドライブレスのアジアモデルを投入します。

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。

【特長の説明】

1） タブレット部にバッテリー（L）を内蔵した、長時間駆動モデルを用意
（個人店頭向けXZ6シリーズ）

・タブレット部内蔵バッテリー（交換不可）の容量が倍になり、タブレット単体で約9時間※3、キーボードベースに装着したバッテリーパック（交
換可能）を使うノートPCスタイルでは、最大約18.5時間※3の長時間駆動が可能になります（CF-XZ6BFYQRの場合）。

※3：「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。

 タブレット部（バッテリー交換不可）

内蔵バッテリー（S） 内蔵バッテリー（L）

タブレットスタイル 約4.5時間 約9時間

PCスタイル キーボード
ベース

バッテリー
パック（S）

約9時間 －

バッテリー
パック（L）

約15時間 約18.5時間
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・タッチパネル操作やメモに便利なアクティブペンを全モデルに付属。

・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ひくことができます。

・2つのボタンを搭載し、消しゴム機能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。

・バッテリーパック（L）搭載のキーボードベースユニットをオプションで用意。

・自宅とオフィスにキーボードベースを設置すれば、通勤はタブレット部のみで移動

できます。

2） 2種類のストレージを搭載したSSD＋HDDモデルを用意（個人店頭向けSZ6/LX6シリーズ）

・高速処理のSSDと大容量1TB HDDの2つのストレージを搭載したモデルを用意（CF-SZ6CDAQR/CF-LX6CDYQR）。SSDにはOSやアプリを
入れて処理の高速化を実現すると同時に、HDDには大量のデータを保存することが可能なため、常時携帯するメインマシンとしての使い
勝手が向上します。

・LX6に高性能なCore i7プロセッサー搭載モデルを用意。

3） SZ6シリーズにアジアモデルが登場（法人向け）

・導入国・地域に合わせた言語、キーボード、ACケーブル※4等を選択可能。

・日本国内で、現地対応の同一仕様モデルが調達できます※5。

・38言語をインストール済み。「設定」の「地域と言語」で、いつでも切り替え可能です。

※4： 購入国がインドネシアのモデルは、無線LANアダプターは使用できる帯域に制限があります。（ 2.4GHz・5.725～5.850GHz帯のみが使
用可能）

※5： 購入国が中国のモデルは、vPro、セキュリティチップ（TPM）は搭載されておりません。

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

■XZ6シリーズ（個人店頭向けモデル）

品番 CF-XZ6BDAPR CF-XZ6BDBQR CF-XZ6BFYQR

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）

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a
（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠
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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 幅288.5mm×奥行223.7mm×高さ22.0mm
（タブレット部は幅286.5mm×奥行206.2mm×高さ9.5mm）（突起部除く）

質量（本体）※6 約1.019 kg 約1.109 kg 約1.214 kg

質量（タブレット部）※7 約0.550 kg 約0.550 kg 約0.655 kg

駆動時間※8 本体 約9時間 約15時間 約18.5時間

タブレット部 約4.5時間 約9時間

バッテリー キーボードベース用（付
属）

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（L）

タブレット部（内蔵） 内蔵バッテリー（S）（交換
不可）

内蔵バッテリー（S）（交換
不可）

内蔵バッテリー（L）（交換
不可）

Office Office Home and Business Premium （2016）

付属品 アクティブペン、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（個人店頭向けモデル）

品番 CF-SZ6BDYQR CF-SZ6BDKPR CF-SZ6BDLQR CF-SZ6CDAQR CF-SZ6CFMQR

本体カラー シルバー ブラック

OS Windows 10 Pro
64ビット

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：128 GB＋
HDD：1TB

SSD：256 GB

光学式ドライブ 非搭載 スーパーマルチドライブ（DVD/CD）

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）
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質量※6 約0.849 kg 約1.020 kg 約0.929 kg 約1.125 kg 約1.050 kg

駆動時間※8 約14.5 時間 約12 時間 約14.5 時間 約18 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 ACアダプター、取扱説明書 等

■RZ6シリーズ（個人店頭向けモデル）

品番 CF-RZ6ADFQR CF-RZ6BFMQR

本体カラー シルバー ブラック

OS 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

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250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm （突起部除く）

質量※6 約0.745 kg 約0.775 kg

駆動時間※8 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
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■LX6シリーズ（個人店頭向けモデル）

品番 CF-LX6BDAQR CF-LX6CDYQR

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）

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 HDD：1 TB SSD：128 GB＋HDD：1 TB

光学式ドライブ スーパーマルチドライブ（DVD/CD） ブルーレイディスクドライブ（BD/DVD/CD）

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333.0 mm×奥行225.6 mm×高さ24.5 mm （突起部除く）

質量※6 約1.350 kg 約1.515 kg

駆動時間※8 約8 時間 約16 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 ACアダプター、取扱説明書 等

■SZ6シリーズ・アジアモデル（法人向け）

品番 SSDモデル HDDモデル

本体カラー シルバー

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3.10 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 HDD：500GB

光学式ドライブ 非搭載
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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）

質量※6 約0.849 kg 約0.940 kg

駆動時間※8 約14.5 時間 約12 時間

付属バッテリー バッテリーパック（S）

付属品 ACアダプター、取扱説明書 等

対応言語：
日本語、韓国語、中国語（簡体）、中国語（繁体/台湾）、タイ語、英語（US）、英語（UK）、アラビア
語、ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、エストニア語、フィンラ
ンド語、フランス語、フランス語（カナダ）、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、ハンガリー語、イタ
リア語、ラトビア語、リトアニア語、ノルウェー語（Bokmal）、ポーランド語、ポルトガル語（ブラ
ジル）、ポルトガル語（ポルトガル）、ルーマニア語、ロシア語、セルビア語、スロバキア語、スロ
ベニア語、スペイン語、スペイン語（メキシコ）、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語

・ 購入国・地域ごとにACコードやキーボードが異なります。

・ 購入国が中国のモデルは、vPro、セキュリティチップ（TPM）は搭載されておりません。

・ 購入国がインドネシアのモデルは、無線LANアダプターは使用できる帯域に制限がありま
す。
（2.4GHz・5.725～5.850GHz帯のみが使用可能）

各国・地域で購入いただけるモデルは当該購入国・地域用モデルとなります（日本であれ
ば赤枠の品番）。ただし、購入いただいた全数を当該購入国・地域に輸出いただく場合に限
り、日本国内で日本以外の購入国・地域用モデル（赤枠以外の品番）を販売させていただ
くことが可能です（電気用品安全法における輸出用電気用品の特例の適用）。日本国内で
日本以外の購入国・地域用モデル（赤枠以外の品番）を購入いただくには手続きが必要で
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。

※6：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。

※7：平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※8：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）。

（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
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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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