
2018年9月27日

「SV7」シリーズに、レッツノート史上最上位スペックが250台限定で登場

モバイルパソコン「カスタマイズLet's note」
パナソニックストア限定モデル発売

パナソニックの通信サービス Wonderlinkのレッツノート専用プランを
「LNシリーズ」としてリニューアル

品名 ノートパソコン

愛称 Let's note（レッツノート） プレミアムエディション10周年記念モデル

シリーズ SV7シリーズ

価格（税抜） 445,000円～

発売日 12月下旬

予約受付開始日 10月12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上で運営するパナソニックのショッピングサイト

「Panasonic Store（パナソニック ストア） 」 （https://jp.store.panasonic.com/）にて、レッツノート史上最上位スペックの「プレミアムエディ

ション10周年記念モデル」を12月下旬から発売します。SSD2TB（PCIe）を搭載のハイエンドモデルを250台限定でご用意しました。受注は

10月12日13時からショッピングサイト上にて開始します。

また、パナソニックの通信サービス Wonderlinkのレッツノート専用プランを「LNシリーズ」としてリニューアル。APN設定なしの通信機能の搭

載やLTEの利便性を体感いただくための「1GBおためしプラン」の販売等、お客様がより安心・快適にLTEをご利用いただけるよう、通信サー

ビスの拡充をはかりました。
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＜主な特長＞

1. 「SV7」シリーズに、レッツノート史上最上位スペックの限定モデルが登場
・特別仕様「プレミアムエディション10周年記念モデル」 、250台限定でご用意

・最上位モデルとして、Windows 10 Pro、i7クアッドコアCPU、SSD2TB（PCIe） 、メモリー16 GB、LTE（4G）対応

・昇華転写による4種類のオリジナルデザイン天板、標準色のシルバーダイヤモンドから選択可能

・Wonderlink LNシリーズ 3 GB/月プランを1年間無料で付帯※1※2

2. パナソニックの通信サービス Wonderlinkが「LNシリーズ」としてリニューアル
・APN設定なしで通信できる新たな回線プランによりネット接続するための面倒な設定は一切不要※3

・LTEの利便性を体感していただける「1GBおためしプラン」も選択可能※2

3. 「SV7」シリーズのカラー天板／ホイールパッドに「ノーブルゴールド」が新登場
・「SV7」シリーズのプレミアムエディション限定で選択可能な、落ち着きのあるゴールドカラー天板とホイールパッドが登場※4

4. プレミアムエディション誕生10周年記念
・プレミアムエディション誕生10周年を記念して、上質な複合型のワークスペースを提供している「ビジネスエアポート」などをお得に利用
できるキャンペーン実施

※1 無料期間はカスタマイズレッツノートお届け月を含む12ヶ月となります。余ったデータ容量は翌月まで繰り越してご利用いただけます。

※2 利用継続ご希望の方は、別途パナソニック ストアの会員登録とWonderlink「LNシリーズ」をご契約いただく必要があります。

※3 詳細はご購入いただいたカスタマイズレッツノートに同梱されるチラシとWonderlinkサイトをご参照ください。

※4 限定モデル「プレミアムエディション10周年記念モデル」では選択いただけません。

【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. 「SV7」シリーズに、レッツノート史上最上位スペックの限定モデルが登場

・特別仕様「プレミアムエディション10周年記念モデル」 、250台限定でご用意

・最上位モデルに相応しいスペック

品番 CF-SV7SFYQP

本体カラー シルバーダイヤモンド

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™ i7-8650U vPro™プロセッサー 1.90 GHz
（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4.20 GHz）

メモリー 16 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD2TB（PCIe）

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WAN LTE（4G）あり

カメラ（マイク） 顔認証対応カメラ、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

質量※5 バッテリー（S）装着時 約1.059 kg
バッテリー（L）装着時 約1.159 kg
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駆動時間※6※7 バッテリー（S）装着時 約12.5時間
バッテリー（L）装着時 約19.5時間

・昇華転写による4種類のオリジナルデザイン天板が選択可能
「ハニカム※」 、 「ダイヤモンド※」 、 「オーガニック※」 、 「グラデーション※」のオリジナルデザインの昇華転写の天板をご用意しました。ま
た、標準色の「シルバーダイヤモンド」天板と併せて5種類よりお選びいただけます。 （※数に限りがあります。 ）

＜限定特典＞

・Wonderlink LNシリーズ 3GB/月プランを1年間無料で付帯※1※2

▼プレミアムエディション10周年記念モデル 特設ページ

https://ec-club.panasonic.jp/pc/sp/pre10th_model/

2. パナソニックの通信サービス Wonderlinkが「LNシリーズ」としてリニューアル

今回発売する「LNシリーズ」はフルMVNOの機能によりAPN設定なしで※8通信が可能な回線プランとなっており、パソコン本体の電源投入

後、すぐにネットに接続可能です。また、カスタマイズレッツノートと同時購入ならSIMカードを装着済みでお届け、さらに同時購入のみお申込

みいただける「1GBおためしプラン」も選択可能。

APN設定不要、動作確認済みの安心で快適なLNシリーズでLTE対応モデルの利便性を体感いただけます。

▼「LNシリーズ」プランのご紹介

月額プラン

プラン名 パケット
通信量

初期費用
（税抜）

月額費用
（税抜）

通信速度 容量超過後 パケット
通信量
繰り越し

集中利用
規約

3GBプラン 3 GB 3,000円
（CP期間：
無料）

891円
初月無料
（CP期間：

最大3ヶ月無料）

受信最大
300 Mbps
送信最大
50 Mbps

送受信ともに
最大384 kbps

あり
翌月末まで

※1

なし
※2

7GBプラン
※3

7 GB 1,962円
初月無料

※1 当月余ったパケット通信量は翌月末まで繰り越してご利用できます。
例）3 GBプランをご契約の方が9月（当月）に1 GBしか使わなかった場合、残り2 GBは10月（翌月）に繰り越されます。

10月のパケット通信量は3 GBと2 GB（繰り越し分）を合わせて5 GBが利用可能です。

※2 容量超過後最大384 kbpsの状態で1 GB/3日を超えた場合、通信速度を制限する可能性があります。

※3 カスタマイズレッツノートと同時購入はできません。7 GBプランをお求めの方はWonderlinkより個別にサービス契約をして下さい。
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「おためしプラン」※カスタマイズレッツノートご購入時のみ、お申込みいただけるプランです。

おためしプラン

事務手数料
（税抜）

パケット
通信量

利用開始 通信速度 容量超過後 集中利用規制 月額プランへの
移行※

2,100円
（CP期間：
無料）

1 GB パソコン出荷日
から30日間

受信最大
300 Mbps
送信最大
50 Mbps

通信不可 なし 利用期限内

※おためしプランの利用期限内に月額プランへ移行（ご契約）いただきますと、お手元のSIMを継続してご利用いただけます（SIMの入れ替
え不要） 。利用期限を過ぎますと、改めて別SIMをご購入（初期費用：3,000円/税抜）いただく必要がございますので、ご注意ください。
月額プランへ移行（ご契約）された月の月額費用は無料となります。移行手数料はかかりません。

■LTE無料トライアルキャンペーンのご案内

カスタマイズレッツノートご購入時に「LTEあり」を選択された方限定！今ならパナソニック通信サービスを無料でおためしいただけます！

・キャンペーン期間：
2018年9月27日（木）13：30 ～ 2019年1月29日（火）13：00

・対象機種：
カスタマイズレッツノート
RZシリーズ（4品番）／XZシリーズ（4品番）／SVシリーズ（6品番）／LVシリーズ（4品番）

・特典：
カスタマイズレッツノートご購入時に、下記回線プランを選択いただいたお客様
（1） 「LTE回線プラン契約あり」を選択いただいたお客様
「Wonderlink　LNシリーズ 3GBプラン」を初期費用＋月額費用最大3ヶ月無料！

（2） 「LTEおためしSIMあり」を選択いただいたお客様
「Wonderlink LNシリーズおためしプラン」の事務手数料無料！

3. 「SV7」シリーズのカラー天板/ホイールパッドに「ノーブルゴールド」が新登場

・「SV7」シリーズのプレミアムエディション限定で選択可能
艶を抑えた落ち着きのあるゴールドカラーの「ノーブルゴールド」を採用し、品格と柔らかさを備えた新スタイルを提案しました。

4．プレミアムエディション誕生10周年記念

レッツノートの最高峰であるプレミアムエディションは、2007年10月にRシリーズからスタートし10周年を迎えました。

この10周年を記念して、上質なサービスオフィス・コワーキングスペース・会議室など、様々な顔を持つ複合型のワークスペースを提供してい

る「ビジネスエアポート」および、スタートアップや少数精鋭の企業と大企業が集まり交流している「Plug and Play Shibuya」と期間限定の

キャンペーンを実施します。

■モバイルワーカープレミアムキャンペーン

ご愛用いただいているカスタマイズレッツノート（品番末尾P）を持参いただき、パナソニックのショッピングサイトのマイページに記載されてい

るキャンペーン画面を印刷または、ご提示いただくと、下記特典をご提供します。

▽カスタマイズレッツノート（品番末尾P）ご愛用者の特典

【ビジネスエアポート】
・『1DAY会員』のカード発行料と初回利用料の合計4,000円（税抜）が無料（期間中1回のみ）

・『マスター会員』ご入会時の入会事務手数料30,000円（税抜）が無料

【Plug and Play Shibuya】
・『1DAY会員』のカード発行料と初回利用料の合計4,000円（税抜）が無料（期間中1回のみ）

・『フルタイム会員』ご入会時の入会事務手数料20,000円（税抜）が無料

4/6



・キャンペーン期間：
2018年9月28日 ～ 2019年3月31日

・対象機種：
プレミアムエディションを含む、これまで販売した全てのカスタマイズレッツノート（品番末尾P）

ビジネスエアポートの詳細：https://business-airport.net/

Plug and Play Shibuyaの詳細：https://pnp-tokyu.net/

その他にも、抽選で特別イベントにご招待・特別クーポン進呈など、プレミアムエディションならではのサービスをさらに拡充して参ります。

※5 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※6 バッテリーパックを選択できるのは、LV7シリーズ・SV7シリーズのみ。

※7 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（LV7・SV7・XZ6シリーズはエコノミーモードに非対応） 。

※8 APN設定なしの通信機能は2016年秋冬モデル以降のみが対象です。2016年夏モデル以前の機種は手動でAPN設定をして下さい。

（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。
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●カスタマイズレッツノートキャンペーン／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（パナソニック ストア） 」 （https://jp.store.panasonic.com/）では、各種キャンペーンや

イベントを実施します。

（1） LTE無料トライアルキャンペーンのご案内！

カスタマイズレッツノートご購入時に、下記回線プランを選択いただいたお客様

・「LTE回線プラン契約あり」を選択いただいたお客様
「Wonderlink　LNシリーズ 3GBプラン」を初期費用＋月額費用最大3ヶ月無料！

・「LTEおためしSIMあり」を選択いただいたお客様
「Wonderlink　LNシリーズおためしプラン」の事務手数料無料！

（2） 「SV7」シリーズ ご購入特典！

キャンペーン期間内に「SV7」シリーズをご購入いただいた方に、もれなく専用本革ケースをプレゼントします。

（3） 「XZ6」シリーズ ご購入特典！

キャンペーン期間内に「XZ6」シリーズをご購入いただいた方に、もれなくバッテリーパック（L）をプレゼントします。 （※個人サイト限定）

（4） 適職診断×カスタマイズレッツノートコラボキャンペーン！

あなたの適職とおすすめのレッツノートがわかる！診断結果をTwitterでつぶやいていただいた方の中から、抽選で5名様に、Let's note刻印

入り オリジナル万年筆をプレゼントします。

（5） 秋の買取りアップキャンペーン！

カスタマイズレッツノート（品番の末尾がP）なら最終査定額が7,000円アップ！

他社製ノートPC（通常のレッツノート含む）なら最終査定額が3,000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、10,000ポイントプレゼント！さらに、対象機種の場合は、30,000ポイントプレゼントします！（＋

10,000ポイント含む）

※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

https://jp.store.panasonic.com/pc/campaign/

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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