
2019年5月28日

「LV8」 「SV8」シリーズ 第8世代インテル® Core™ vPro™プロセッサーを搭載

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 ストア夏モデルを発売

パナソニックストアならではのカスタマイズサービスの拡充

品名 ノートパソコン

愛称 Let's note（レッツノート）

シリーズ LV8シリーズ SV8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  

価格（税抜） 304,800円～ 245,800円～ 291,800円～ 232,800円～

発売日 6月14日

予約受付
開始日

5月28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、モバイルノートパソコン「レッツノート」の2019年夏モ

デル「LV8」 「SV8」シリーズを6月14日から発売します。※1

今回の夏モデルより「LV8」 「SV8」全シリーズにvPro™対応、プレミアムエディションでは第8世代の最新CPU インテル® Core™ i7-8665U

vPro™プロセッサーを搭載し、処理性能がさらに高速になりました。また、ストレージのカスタマイズではSSD2 TBが新設され、PCle接続で大

容量に加え高速性も実現しました。※2
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【主な特長】

1.「LV8」 「SV8」シリーズ 第8世代インテル® Core™ vPro™プロセッサーを搭載

・「LV8」 「SV8」シリーズ
プレミアムエディション：インテル® Core™ i7-8665U vPro™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™ i5-8365U vPro™プロセッサー搭載

・「LV8」シリーズにも新しいスタンバイ機能「モダン スタンバイ」に対応※3

2. 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の拡充

・プレミアムエディションのストレージカスタマイズメニューにSSD2 TB選択可能 （LV8／SV8／RZ8シリーズ）

・4年間の通常保証を1年延長した5年保証、5年特別保証プレミアムが選択可能（LV8／SV8全シリーズ）

3.「SV8」シリーズにカラー天板「モーションレッド」・「クロトビ」の2色が新発売

・「SV8」シリーズのプレミアムエディション限定で、瑞々しく艶やかさを放ち高級感あふれる2色の赤「モーションレッド」・「クロトビ」の2色が新
発売

※1「RZ8」と「XZ6」シリーズは19春モデルの継続となります。

※2 SSD2 TB、PCle接続は「LV8」 「SV8」 「RZ8」シリーズのプレミアムエディションのみとなります。

※3 モダン スタンバイを無効にすることはできません。スリープ中であっても、画面を表示しないまま様々な処理を行うため、スリープ中の消
費電力は、今までよりも大きくなる場合があります。工場出荷状態では、8時間スリープが継続すると、休止状態に入るように設定されてい
ます。

【お問い合わせ先】

Panasonic Storeカスタマーセンター

TEL：0120-872-086
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●特長の説明

1.「LV8」 「SV8」シリーズ 第8世代インテル® Core™ vPro™プロセッサーを搭載

「LV8」 「SV8」シリーズでは、個人向け店頭モデルに比べ、さらに処理性能が高く、vPro™にも対応した第8世代の最新CPUを搭載しました。

強固なセキュリティに加え、より高速・ハイパフォーマンスを実現します。

・「LV8」 「SV8」シリーズ

プレミアムエディション:インテル® Core™ i7-8665U vPro™プロセッサー搭載

（動作周波数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4.80 GHz）

プレミアムエディション以外:インテル® Core™ i5-8365U vPro™プロセッサー搭載

（動作周波数1.60 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4.10 GHz）

・「LV8」シリーズにも新しいスタンバイ機能「モダン スタンバイ」に対応※1

スリープ時でも低消費電力のアイドル状態を維持し、無線通信や音楽再生を維持できるスタンバイ方式。

復帰が速く移動中もスリープ状態で処理を継続できるので、作業のできない移動時間を有効に使えます。

スリープからの復帰が速い 移動中はスリープで節電。
その間もメールは同期中

Skypeやメッセンジャーが入ると、自動的に
復帰

※1：モダン スタンバイを無効にすることはできません。スリープ中であっても、画面を表示しないまま様々な処理を行うため、スリープ中の消
費電力は、今までよりも大きくなる場合があります。工場出荷状態では、8時間スリープが継続すると、休止状態に入るように設定されてい
ます。

2. 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の拡充

19年夏モデルからストレージ容量、保証においてさらにハイスペックなカスタマイズサービスメニューを提供します。

・プレミアムエディションのストレージ容量において、PCle SSD2 TBが新たなに選択可能
ストレージカスタマイズメニューにSSD2 TBが新設され、動画等のデータを持ち歩いてもなおゆとりある大容量に加え、PCle接続でデータ
転送速度の高速化を実現します。 （LV8／SV8／RZ8シリーズプレミアムエディション）

・4年間の通常保証を1年延長した5年保証が選択可能
LV8・SV8全シリーズで4年間の通常保証をさらに1年延長した5年保証が選択可能になりました。
水濡れや盗難にも対応した特別保証プレミアムについても5年特別保証プレミアムが選択可能です。

3.「SV8」シリーズにカラー天板「モーションレッド」・「クロトビ」2色が新発売

・「SV8」シリーズのプレミアムエディション限定で、映える赤がアーバンな雰囲気を醸し出す「モーションレッド」と日本古来の色彩を艶やかに
表現した「クロトビ」の2色のカラー天板が発売。
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●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https://jp.store.panasonic.com/pc/をご覧ください。

■CF‐LV8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-LV8SRJQP CF-LV8SSJQP

本体
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

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™ i7-8665U 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4.80 GHz）

メモリー 16 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD256 GB（PCIe）／SSD512 GB（PCIe）／SSD1 TB（PCIe）／SSD2 TB（PCIe）を購入時に選択可

光学式
ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可

ワイヤレス
WAN

LTE（4G）あり/なし を購入時に選択可（nano SIM）

無線LAN インテル® Wireless-AC 9560、 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v5.0

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※2 バッテリー（S）装着時 約1.270 kg～約1.310 kg
バッテリー（L）装着時 約1.370 kg～約1.410 kg

インターフェース USB3.1 Type-Cポート（Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応） 、USB3.0 Type-Aポート×3、
LANコネクター（RJ-45） 、外部ディスプレイコネクター（VGA） 、HDMI出力端子（4K60p出力対応） 、ヘッド

セット端子（マイク入力＋オーディオ出力） 、ステレオスピーカー

外形寸法 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm （突起部除く）

駆動時間
※3

バッテリー（S）装着時 約11.5時間
バッテリー（L）装着時 約18時間

付属品 ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等

■CF‐LV8シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-LV8RR6QP CF-LV8RS6QP

本体
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

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™ i5-8365U vPro™プロセッサー 1.60 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4.10 GHz）
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メモリー 8 GB（拡張スロットなし）

ストレージ  SSD256 GB（PCIe）／SSD512 GB（PCIe）／SSD1 TB（PCIe）を購入時に選択可

光学式
ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ／ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可

ワイヤレス
WAN

LTE（4G）あり／なし を購入時に選択可（nano SIM）

無線LAN インテル® Wireless-AC 9560、IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v5.0

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

インターフェース USB3.1 Type-Cポート（Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応） 、USB3.0 Type-Aポート×3、
LANコネクター（RJ-45） 、外部ディスプレイコネクター（VGA） 、HDMI出力端子（4K60p出力対応） 、ヘッド

セット端子（マイク入力＋オーディオ出力） 、ステレオスピーカー

外形寸法 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm （突起部除く）

質量※2 バッテリー（S）装着時 約1.270 kg～約1.310 kg
バッテリー（L）装着時 約1.370 kg～約1.410 kg

駆動時間
※3

バッテリー（S）装着時 約12時間
バッテリー（L）装着時 約18.5時間

付属品 ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等

■CF‐SV8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-SV8SRFQP CF-SV8SRJQP CF-SV8SSJQP

本体
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

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™ i7-8665U 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4.80 GHz）

メモリー 16 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD256 GB（PCIe）／SSD512 GB（PCIe）／SSD1 TB（PCIe）／SSD2 TB（PCIe）を購入時に選択可

光学式
ドライブ

非搭載 DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブ
を購入時に選択可

ワイヤレス
WAN

LTE（4G）あり/なし を購入時に選択可（nano SIM）

無線LAN インテル® Wireless-AC 9560、 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v5.0

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

インターフェース USB3.1 Type-Cポート（Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応） 、USB3.0 Type-Aポート×3、
LANコネクター（RJ-45） 、外部ディスプレイコネクター（VGA） 、HDMI出力端子（4K60p出力対応） 、ヘッド

セット端子（マイク入力＋オーディオ出力） 、ステレオスピーカー
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外形寸法 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm （突起部除く）

質量※2 バッテリー（S）装着時 約0.939
kg～約0.944 kg

バッテリー（L）装着時 約1.039
kg～約1.044 kg

バッテリー（S）装着時 約1.019 kg～約1.059 kg
バッテリー（L）装着時 約1.119 kg～約1.159 kg

駆動時間
※3

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

付属品 ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等

■CF-SV8シリーズ （カスタマイズレッツノート）

品番 CF-SV8RRDQP CF-SV8RR6QP CF-SV8RS6QP

本体
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

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™ i5-8365U プロセッサー 1.60 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4.10 GHz）

メモリー 8 GB（拡張スロットなし）

ストレージ SSD256 GB（PCIe）／SSD512 GB（PCIe）／SSD1 TB（PCIe）を購入時に選択可

光学式
ドライブ

非搭載 DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブ
を購入時に選択可

ワイヤレス
WAN

LTE（4G）あり/なし を購入時に選択可（nano SIM）

無線LAN インテル® Wireless-AC 9560、 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠

Bluetooth Bluetooth v5.0

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

インターフェース USB3.1 Type-Cポート（Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応） 、USB3.0 Type-Aポート×3、
LANコネクター（RJ-45） 、外部ディスプレイコネクター（VGA） 、HDMI出力端子（4K60p出力対応） 、ヘッド

セット端子（マイク入力＋オーディオ出力） 、ステレオスピーカー

外形寸法 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm （突起部除く）

質量※2 バッテリー（S）装着時 約0.939 kg～約0.944 kg
バッテリー（L）装着時 約1.039 kg～約1.044 kg

バッテリー（S）装着時 約1.019 kg～約1.059 kg
バッテリー（L）装着時 約1.119 kg～約1.159 kg

駆動時間
※3

バッテリー（S）装着時 約13時間
バッテリー（L）装着時 約20時間

付属品 ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等

※2 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。

※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。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。バッテリーパックを選択できるのは、LV8シリーズ・SV8シリー
ズのみ。
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（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、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および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。●SYSmarkは、米国Business

Applications Performance Corporationの登録商標です。 ●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの登録商標で

す。●その他記載されている会社名、製品名は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。

●カスタマイズレッツノート19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（パナソニック ストア） 」 （https://jp.store.panasonic.com/）では、カスタマイズレッツ

ノート19夏モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンを実施します。

（1）ストレージ容量UP割引キャンペーン

ストレージSSD2 TBの発売を記念し、SSD2 TBへのアップグレードが15,000円引、1 TBへのアップグレードが10,000円引、512 GBが3,000

円引のキャンペーンを実施します。

（2）19夏モデルご購入特典!

「SV8」 「RZ8」シリーズをご購入いただいた方に、オリジナル本革ケースをプレゼントします。

（※各シリーズで特典の種類と数が異なります。 ）

（3）LTE無料トライアルキャンペーン!

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!

・対象機種：カスタマイズレッツノート

LVシリーズ（4品番）／SVシリーズ（6品番）／RZシリーズ（4品番）／XZ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 3 GB／月プラン」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!

▼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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