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大学生活に
本当に必要な
パソコンって？

イラスト：けーしん

パソコンでつながる未来
2021年の新生活スタート

大学生活で使う
パソコンを選ぶ重要ポイント
ニューノーマル時代のキャンパスライフ

オンラインを活用して
充実した大学生活を

2021年の新生活スタートに合わせて

大学生活にフィットする
最新パソコンを紹介

大学生活に
欠かせない
パソコンを
チェック！

2021年の
新生活スタート！
大学生活で使う
パソコンを選ぶ
重要ポイント

大学生になると、講義の課題作成のための調べ物、オンライ
ン講義、友達とのコミュニケーションなどでパソコンを使う
機会が増えます。4年間の大学生活を充実させるためにも、そ

Point 1

大きさ・
重さ

薄型・軽量、
コンパクトサイズ

のパートナーとなる、自分に合ったパソコンを選びましょう。

パソコンを買うときは
どこに注意すればいいの？
大学に大きくて
重いパソコンを
持って行くのは
ちょっと……

パソコンの各ポイントをチェック！

使っていて
イライラする
パソコンは
イヤ！
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大きさ・重さ

処理性能・起動速度

高校までと比べ、大学の教科書は分厚く、また数が多く
て、持ち運びが大変。一緒に持ち運ぶパソコンは、コンパ
クトで軽いものを。

パソコンがスムーズに動かないと、レポート作成時、せ
っかくのアイデアをアプリが起動する前に忘れてしまう
ことも。快適なスピードで作業がはかどるパソコンを。

大学生になると、授業の中でパソコンを使うことが多くな
り、3～4年生になると、ゼミや就職活動で、その頻度がさ
らに増えます。教科書などの他の荷物と合わせて持ち運ぶ
ことを考え、薄型・コンパクト、さらに軽量なパソコンが
おすすめです。

3年生や4年生の専門課程やゼミでは、高度なプログラムを
使うことも。それを快適に動作させるには、高性能なイン
テル® Core™ プロセッサーや、AMD Ryzen™ プロセッ
サーが必須。さらに、データアクセス速度も重要。SSDな
ら、アプリの起動やWebページの表示などをすばやく行え
ます。

処理性能・
起動速度
長時間バッテリ・
アダプタなしで
使える接続端子

使用中、
何かあったら
心配……

どこでも
快適に作業
したい
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Point

CoreTM シリーズ・
RyzenTM シリーズ
&SSD
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安心して
使える

サポート
体制

Point

3

困ったとき、
すぐに解決できる

Point

4

安心して使える

サポート体制

バッテリ残量や、変換アダプタの持ち運びがいらないも
のを。

パソコンの操作方法の疑問などや、故障などのトラブル
があっても、すばやく簡単に問題解決できるメーカー
を。

大学内には無線LANの環境は整っていても、電源を取れる
場所は結構限られています。長時間バッテリ駆動モデルな
ら、安心して作業できます。また、プレゼンでプロジェク
ターをつないだり、データ共有のためにUSBメモリを使っ
たりすることも多いので、HDMI出力端子やUSB Type-Aポ
ートが搭載されているモデルを選ぶと、変換アダプタなし
で直接接続できます。

トラブルが発生しても、「電話で話をするのは苦手」
「電話
でうまく伝える自信がない」という人も。電話サポートに
加えて、チャットやリモートでサポートを提供しているメ
ーカーであれば、安心して問い合わせができます。また、
修理期間も要チェック。短時間で修理してくれるメーカー
なら、手元にパソコンがない期間を最小限にできます。
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ニューノーマル時代のキャンパスライフ

大学にも
オンライン化の
波が到来

オンラインを活用して
充実した大学生活を
ニューノーマル時代の
大学生活とは

ニューノーマル時代の今、大学生活も大きく変わっていま
す。今までは対面で行われていた講義や就職活動がパソコン
の画面を通じて行われる「オンライン」に急速に移行。オン
ラインにうまく対応できるかがポイントになります。

今まで、大学の教室に集まって受けていた講
義が、ZoomやGoogle Meetなどのオンライ
ン通話アプリを使ったものに移行。また、試
験や課題の提出受付などもオンラインで行う
大学も増えています。

就活も
オンラインに
就職活動もオンライン化が進行。セミナーや
会社説明会の予約、エントリーシートの提出
などは今までもオンラインで行われていまし
たが、現在は面接までもオンラインへと移行
しつつあります。

会食や帰省も
オンラインに
「オンライン食事会」や「オンライン帰省」
など、自宅にいながら離れたところにいる友
達や家族とコミュニケーションをとるスタイ
ルも定着しつつあります。

3

オンライン時代に必要なパソコンとは

大学の講義が
オンラインに

オンライン時代に注目したいポイント
オンラインでのコミュニケーションの場合、パソコンが

がその人の評価を大きく左右してしまいます。特に、大

スムーズに動作しないため、試験時間内に解答できなか

学の試験や就職の面接などは、1回きりしかチャンスがな

ったり、Webカメラの映りが悪いため面接官に与える印

いことも多いので、それらの場面でしっかりと結果を出

象が悪くなってしまうなど、パソコンの性能や通信環境

せるパソコン選びをすることが重要です。

自然なアングルで
撮影可能な上部Webカメラ
オンライン通話などに欠かせないのがWebカ
メラです。搭載は必須条件ですが、カメラの
位置が低いと、下から映す形になり、二重顎
に映ったりして印象がよくありません。画面
上部にカメラがある製品がおすすめです。

ノイズキャンセリング機能付きの
高性能マイク
自分の声を届けるマイクも重要です。一般的なマイクだ
と、周囲の音で聞きづらかったり、家族の声などを拾わ
ないよう気を遣ったりする必要が出てきます。ノイズキ
ャンセリング機能を搭載した製品がよいでしょう。

ヘッドフォン出力端子と
聞き取りやすいスピーカ
イヤフォンの利用機会が多くなるので、ヘッ
ドフォン出力端子（3.5mm）が必須。複数
人で会議に参加する場合などもありますの
で、出力が高く音質が良いスピーカを搭載し
ていたほうが良いでしょう。

タイピング音が気にならない
静音キーボード
オンライン通話中のタイピングの音は、結構
相手に聞こえています。相手に不快な思いを
させないためにも、静音タイプのキーボード
がおすすめです。

どこからでもオンライン講義に
参加できる長持ちバッテリ
オンライン通話の際、通信状況がよくなかったり、他人
の目が気になったり、周囲がうるさいなどの事情で、電
源が使えない場所へ移動して使わざるを得ないことも出
てきます。バッテリ駆動時間は長いほうがいいでしょ
う。
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2021年新生活スタートに合わせて

2021 Spring
NEW LAVIE

大学生活にフィットする
最新パソコンを紹介
大学生活に
オススメの3モデル

画面が大きめのパソコンがほしい」
「処理性能が高いパソコン
がほしい」など、パソコン選びでこだわるポイントは人それ

LAVIE N12

OS：Windows 10 Home
プロセッサー：第11世代 Core™ i7-1160G7
液晶：12.5型ワイド IPS液晶（ノングレア・フルHD）
メモリ：8GB
ストレージ：SSD（PCIe）約512GB
ドライブ：なし
オフィスアプリ：Microsoft Office Home & Business 2019

LAVIE N14

N1475/BAシリーズ

OS：Windows 10 Home
プロセッサー：第11世代 Core™ i7-1165G7
液晶：14型ワイド IPS液晶（フルHD）
メモリ：8GB
ストレージ：SSD（PCIe）約512GB
ドライブ：なし
オフィスアプリ：Microsoft Office Home & Business 2019

高度な解析プログラムなど、
負荷のかかる処理を快適に行いたいなら

LAVIE N15
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高性能プロセッサー/SSD（PCIe）
インテル®の最新高性能プロセッサーを
搭載しており、オフィスアプリはもちろ
ん、写真・動画編集やプログラミング、
さらにオンライン通話時の背景合成もス

ムーズに処理できます。また、高速な
SSDを搭載しているため、起動やスリ
ープからの復帰も高速。使いたいときに
すぐに使えます。

マウスや変換アダプタを持ち歩かなくていいので、
荷物を減らせて、忘れ物の心配もしなくてすむ

高精度タッチパッド/豊富なインターフェイス
らに、モバイルパソコンでは少なくなっ
たHDMI出力端子やUSB Type-Aポート
を搭載。プロジェクターやUSBメモリ
を変換アダプタなしで接続できます。

N1275/BAシリーズ

持ち運びもしたいけど、
より大きな画面のパソコンがほしいなら

第11世代 インテルR
Core™ i7 プロセッサー搭載

ネットでの調べ物や課題作成はもちろんのこと、
編集作業やプログラミングなども快適に行える

スライドパッド上での3本指や4本指の
操作で、起動中のアプリの切り替えや、
デスクトップ画面の表示などが可能。マ
ウスがなくても快適に操作できます。さ

毎日大学に持ち運んで、
アクティブに使えるパソコンがほしいなら

第11世代 インテルR
Core™ i7 プロセッサー搭載

※搭載する機能は、機種により異なります。

「持ち歩きやすいパソコンがほしい」
「持ち運びもしたいけど、

ぞれ。自分のやりたいことに合ったモデルを選びましょう。

第11世代 インテルR
Core™ i7 プロセッサー搭載

オススメの3モデルなら大学生活に最適

困ったときにもすぐに気軽に問い合わせできて、
落下による修理もカバーしてくれる

チャットサポート/安心保証サービス月額版
電話はもちろん、オンラインチャットでも
問い合わせが可能。予約をすれば、スタ
ッフがお客さまのパソコンの画面を共有し
ながら操作方法をレクチャーする「リモー

トサポート」もご利用いただけます。ま
た、月額495円(税込)で、落下や水こぼ
しによる修理もカバーする「安心保証サー
ビス月額版」をご用意しています。

高音質のマイクとスピーカで
オンライン講義も快適に

ヤマハ製 Audio EngineTM/ミーティング機能
コンテンツに合わせて最適な音質に調整
する「ヤマハ製Audio EngineTM」を採
用。周囲の雑音を抑える「ノイズサプレ
ッサー」や、スピーカの指向性を調整す

る「ミーティング機能」などにより、1
人でも複数人でも、クリアな音声で快適
にオンライン講義に参加できます。

しっかりとした打ち心地ながら、静音性が高く
レポート作成が快適に行える
N1575/BAシリーズ

OS：Windows 10 Home
プロセッサー：第11世代 Core™ i7-1165G7
液晶：15.6型ワイド IPS液晶（フルHD）
メモリ：8GB
ストレージ：SSD（PCIe）約512GB
ドライブ：ブルーレイディスクドライブ
オフィスアプリ：Microsoft Office Home & Business 2019

打ちやすさにこだわったキーボード
キートップ中央に窪みをつけることで誤
入力を防ぐ「シリンドリカル形状」や、
傾斜がつくことで打ちやすくなる「リフ
トアップヒンジ」、タイピング音を抑え

た静音設計を採用。多くの文字入力を行
うレポート作成でも疲れにくく、快適に
タイピングを行えます。

New Tech. New Expectations.
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「安心保証サービス 月額版 」

メーカー保証を最長6年間＊1に延長することに加えて、メ
ーカー保証では対象とならない天災や、取り扱い不注意に
よる破損・損傷に対応する特別保証が付いています。例え
ば、落下や水こぼしなどの取り扱い不注意による破損・損
傷、落雷事故や水害事故などの天災による破損・損傷が、

落下や水こぼしによる
修理もカバー

最長

6年間

495円

（税込）
/月

特別保証の対象となります。また、延長保証にご加入いた
だくことによって、修理料金のご負担が少なくなるのはも
ちろん、一日修理＊2の対象となり、すばやくご返却するこ
とが可能になります。

手元にない期間を最小
限にする一日修理*2

ご自宅までお伺いし、
修理品をお引き取り

*1

保証を延長

LAVIEをご購入の方に「安心保証サービス月額版」を
最長1年間無料 でご提供。
*3

サービス内容・対象製品・お申し込み方法の詳細につきましては、
ホームページ（https://support.nec-lavie.jp/anshin/）をご覧ください。

※サービスの内容は、予告なく変更する場合があります。※お申し込みの際、お客様情報の登録（保有商品の登録）が必要です。※特別保証には修理限度額があります（1回の修理につき、
税込165,000円まで）。※地震や噴火に起因する場合は保証の対象外となります。＊1：PC購入日から6年後の応当月の末日、または対象商品の修理対応期間終了日のいずれか早い時点までとな
ります。＊2：修理拠点に修理品が到着後24時間以内に修理を行い、出荷作業を行います。お引き取り・お届けの配送にかかる日数は含まれておりません。ベストエフォートによる提供であり、
一日以内の修理をお約束するものではありません。＊3：お申し込み月を1 ヵ月目として12 ヵ月目の月末までの最長1年間が無料となります。

「LAVIEスゴ楽講義ノート」で
ノート作成も万全

LAVIE
スゴ楽
講義ノート

高校までなら「黒板をそのまま写せば済む」くらい先
生が板書してくれますが、大学になると「キーワード
だけ」を書いて、重要なことは口頭で話すという先生
がほとんど。黒板を写しながら、先生の言ったことも
メモするとなると、ノートに書き込むのが精一杯で、
講義の内容を理解するまでには至らないことも。そん
なお困りの学生のみなさんにおすすめなのが、NEC
のパソコンで利用できるアプリ「LAVIEスゴ楽講義ノ
ート」です。黒板の内容をスマホで撮影して、
OneDriveにアップロードすれば、講義ごとにデジタ
ルノートを自動で作成。しっかりと授業を聞きなが
ら、効率的にノートを取ることができます。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからご提供しています。
NEC LAVIE公式サイト

お電話でのご購入相談

ご用命は充実したサービスの当店へ

https://www.nec-lavie.jp/
フリーコール

0120-977-121 受付時間 9：00 ～ 17：00

システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※フリーコールをご利用いただけないお客様は、
電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

NECパーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号

秋葉原UDX

Cat. No.1325 21010300ADDN

このカタログの記載内容は2020年12月現在のものです。

