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やりたいことを、持ち歩こう。この１台で景色が変わる。
軽さだけじゃない。速さ、強さ、操作性まで極めた14型モバイル。
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このカタログの記載内容は2023年2月現在のものです。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 管理番号 DBI-408 ©2302100（1）LP

〒135-8505  東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）

Make the everyday easier with Windows 11

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel Evo、インテル Evo、Intel Insideロゴ、Iris、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 またはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の
国における登録商標または商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの登録商標、あるいは商標です。●TRENDMICRO、ウイルス
バスター クラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothは、
Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●PCIeは、PCI-SIGの商標です。●詐欺ウォールは、ＢＢソフトサービス株式会社の登録商標です。●eyesafe、RPFは、EyeSafe Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の本カタログに記載
されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttps://dynabook.com/register.htmlをご覧ください。■SSD容量をいっぱいまで
ご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCの補助記憶装置に記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスク
データ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttps://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■本カタログ掲載のPC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくはhttps://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partslimit.htmを
ご覧ください。■Windows 11 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■お客様にライセンスされたソフトウェアは、ソフトウェアライセンスと保証条項に同意する必要があり
ます。詳細は、「マイクロソフトライセンス条項（https://microsoft.com/useterms）」を参照してください。■本カタログに記載のソフトウェアやネットワークを利用したサービスは、予告なく提供を変更または中止、終了する場合があります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影した
もので､実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は予告なく変更することが
あります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、
必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリ
ケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて
一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における使用上の注意に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかね
ますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSDの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意
ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。
24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人
電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）を
ご覧ください。■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないで
ください。■本製品のJ-Moss情報についてはhttps://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.htmlをご覧ください。
■本カタログに記載されている数値および表記は2023年2月現在のものです。

■ ハードウェア仕様表

※画面はハメコミ合成です。 
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。
ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

○ … プレインストール

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフト
製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはパソコンで見るマニュアルを
ご覧ください。

■ 主なソフトウェア

注1）体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある
場合があります。　注2）無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎ
ますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期
間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。
一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
注3）ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイ
ウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする
必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過すると
ウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェック
がまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ
登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。　注4）市販のCyberLink 
PowerDirector とは一部機能が異なります。　注5）市販のCyberLink PhotoDirectorとは一部
機能が異なります。　注6）アプリケーションやシステムのリカバリー用データをストレージ内に
保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しており
ません。あらかじめストレージ内のリカバリー用データを、USBメモリに保存することを推奨
します。　注7）OSが起動しないときに、補助記憶装置上のファイルを別の保存メディアへ
退避させるためのソフトです。補助記憶装置上のすべてのファイルの救助、復元を保証するも
のではありません。補助記憶装置が破損している場合、または補助記憶装置上のファイルが
破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、
および、暗号化されたファイル、または暗号化された補助記憶装置からは、救助できません。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。　※プレ
インストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他
付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。　※同じ名称のソフトウェアでも、搭載する
モデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。　※ソフトウェアやサービス
によっては、一部機能は有料での提供になります。

その他の使用上のご注意について、詳しくはdynabook.comをご覧ください。

型番
カラー

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

1スロット（microSD）

プレインストールOS（※1）

主なアプリケーション

CPU

キャッシュメモリ

メモリ
標準／最大
仕様
メモリ専用スロット

ディスプレイ（※5）

表示機能

入力装置

SSD（※12）補助
記憶装置

通信機能

サウンド機能（※19）

SDカードスロット（※38）

バッテリー
駆動時間
（JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0）電源
充電時間
ACアダプター

環境条件

外形寸法（突起部含まず）

主な付属品
保証

無線LAN（※15）

コア数／スレッド数

動作周波数

14.0型ワイド（16：10）WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶
（Low blue light）（ノングレア）（省電力LEDバックライト）1,920×1,200ドット（※6）（※7）

リチウムポリマー（バッテリーS）（※26）（※27）リチウムポリマー（バッテリーL）（※26）（※27）

AC100V～240V、50/60Hz（※31）

温度5～35℃、湿度20～80% （ただし、結露しないこと）（※34）
環境性能レーティング（※35）

約3.5時間（電源OFF時）／約3.5～10.0時間（電源ON時）（※29）（※30）

ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他
あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）

省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※33）

LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応

セキュリティ機能 指紋センサー、 TPMセキュリティチップ（TCG Ver2.0準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット
Webカメラ 有効画素数 約92万画素（Webカメラシャッター付き）

Wi-Fi 6E（IEEE802.11ax）（2.4Gbps）+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠
（WPA™/WPA2™/WPA3™（Personal）対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※16）

Bluetooth®（※15） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠（※17）（※18）

LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake-up on LAN対応）

本体キーボード

ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）ポインティングデバイス

外部ディスプレイ
（HDMI®接続）（別売）

最大3,840×2,160ドット/60Hz（HDMI® 4K）（※8）（※9）／
1,677万色、HDCP対応

標準消費電力（※32）（最大）

質量（※36）

解像度／
表示色

Cドライブ容量（空き容量）

インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵）

Windows 11 Home 64ビット（※2）（※3）

２way 4speakers、デュアルマイク（※20） ステレオスピーカー、デュアルマイク（※20）

マイク入力/ヘッドホン出力端子×1（※21）、USB3.2（Gen1）Type-Aコネクタ×2
（うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き）（※22）、

Thunderbolt™ 4（USB4™ Type-C）コネクタ（電源コネクタ）×2（※23）、
LAN（RJ45）×1、HDMI®出力端子×1（※24）（※25）

約312.4（幅）×224.0（奥行）×15.9（高さ）mm

Microsoft Office Home & Business 2021

12コア／16スレッド

0スロット（交換不可）（※4）

86キー（JIS配列準拠）、キーピッチ: 19mm（※11）、
キーストローク：1.5mm

86キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、
キーピッチ：19mm（※11）、キーストローク：1.5mm

グラフィックアクセラレーター（※10）

★★★V14

ユーザー登録
環境設定

アクセサリー

データ消去
音声設定

画面設定

データ復旧
その他

ガイド・マニュアル

リカバリーディスク作成

データ移行

ボイスレコーダー
スマートフォン連携
はがき作成
サウンドシステム

画面録画
静止画編集/管理

動画編集

Web会議アシスト

ホームネットワーク（DLNA）

ウイルス検索/駆除
Webフィルタリング

インターネット閲覧

Windows 11 Home 64ビット
Microsoft Edge
詐欺ウォール（90日体験版）
i-フィルター® for マルチデバイス（30日版）
ウイルスバスター クラウド™90日版
dynabook オンラインミーティングアシスト
AIカメラエフェクター
AIノイズキャンセラー
ワンタッチマイクミュート
TVコネクトスイート
CyberLink PowerDirector for dynabook
CyberLink Screen Recorder for dynabook
CyberLink PhotoDirector for dynabook
Dolby Atmos®
筆ぐるめ for dynabook
dynabook スマホコネクション
TruRecorder
PC引越ナビ
バックアップナビ クラウド
dynabook リカバリーメディアクリエーター
おたすけナビ
パソコンで見るマニュアル
dynabook サービスステーション
dynabook ファイルレスキュー
ハードディスクデータ消去機能
Realtek Audio Console
dynabook 色合い調整ユーティリティ
dynabook 画面回転ユーティリティ
ぱらちゃん
dynabook お客様登録
dynabook セッティング

★
★
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★
★
★
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セキュリティ

インターネット/
通  信

実  用

その他

OS

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

＊ 初回起動時は、ネットワーク環境でのライ
センス認証が必要になります。

※左記ソフトウェアは、日本マイクロソフト株式
会社でサポートを行っています。詳しくは本体
に付属の取扱説明書をご覧ください。

メール・情報管理
プレゼンテーションツール

Outlook
PowerPoint

ワープロ
表計算

Word
Excel

Microsoft Office Home ＆ Business 2021＊（デスクトップ版）

インターフェース

約6W（65W）

約20.5時間（※28）約24.0時間（※28）

インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー

インテル® スマート・キャッシュ 18MB

（最大動作周波数）
Pコア：最大周波数5.00GHz、Eコア：最大周波数3.70GHz

16GB（16GB×1）／16GB（※4）32GB（32GB×1）／32GB（※4）

512GB SSD（PCIe対応）（※13）
約494GB（約427GB）（※14） 約494GB（約437GB）（※14）

約1.05kg（※37） 約940g（※37）

12区分11.2kWh（AAA）
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※1.プレインストールされているOSのみサポートいたします。　※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。　※3. Windows 11 Homeを
使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4.メモリの交換・増設はできません。　※5.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程に
より、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効
ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさの
むらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※7.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。
輝度はお好みによって調整してご使用ください。　※8.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。　※9.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに
対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。　※10.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー
駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。　※11.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。　※12.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されて
います。　※13.「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。　※14.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これ
らの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。　※15.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。表示の数値は、本製品と同等の
構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 ※16.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法により、5GHz（W52、
W53）および6GHz（LPI）の使用は屋内のみに制限されます（5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く）。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax
準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/WPA2™（AES）/WPA3™（AES）に設定する必要があります。　※17.2.4GHz帯の無線LANが
近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。　※18.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能
です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。 ※19.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。　※20.ステレオ録音できない場合
があります。　※21.4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、
すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。　※22.USB1.1/2.0/3.0/3.1（Gen1）/3.2（Gen1）対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※23.Thunderbolt™ 4

（USB4™）/Thunderbolt™ 3規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※24.映像機器との接続には、市販の  　　　   　の表示があるHDMI®ケーブルをご使用くだ
さい。対応機器すべての動作を保証するものではありません。　※25.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。　※26.バッテリーパックは
消耗品です。　※27.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしん
サポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。　※28.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）」

（https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14） に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、
dynabook.comのサポート情報（https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。　※29.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。　※30.本体の動作状況により、バッテリーが充電
されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。　※31.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・
安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※32.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。　※33.エネルギー
消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100％以上110％未満、AAは達成率
110％以上140％未満、AAAは達成率140％以上を示します。　※34.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※35.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成
状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。　※36.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。　※37.質量は
平均値。製品により質量が異なる場合があります。　※38.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。microSDIOカードには対応しておりません。
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ボディ素材にはマグネシウム合金を採用し、約940g＊2＊14の
軽さと、堅牢性を両立しました。また、約24時間＊3＊15の長時間
バッテリー駆動や急速充電＊7が可能。モバイル時のトラブルを
想定してアメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した10項目の
耐久テストもクリア＊4しており、どこへでも気軽に持ち出して、
たっぷり作業ができます。

「インテル® Evo™ プラットフォーム＊1」に加え、第13世代 イン
テル® CPUを搭載。冷却・放熱技術などを駆使した「dynabook
のエンパワーテクノロジー」により、12コアCPUのパワフルな
高性能＊13を最大限に引き出します。複数アプリを立ち上げながら
の4K動画編集もスムーズに作業可能。最新のWi-Fi 6E＊9規格に
対応し、より安定したネット環境も実現します。

型番・カラー OS ディスプレイ 軽さ＊2 アプリケーションバッテリー
駆動時間＊3メモリモデル名 SSD＊11

R8

R9 32GB
（交換・増設不可）

16GB
（交換・増設不可） 約940g

約1.05kg

約20.5時間

約24時間

Windows 11 Home
Microsoft

Office Home &
Business 2021

縦長の14型画面だから、ホームページも見やすい 気軽に持ち出して、たっぷり作業ができる
強さ使いやすさ 使いやすさ

P1R9WPBL

P1R8WPBL （　　　　　　  ）

14.0型 WUXGA
高輝度・高色純度・
広視野角

Low blue light、
ノングレア

＊1 R9に搭載。

＊1 R9に搭載。

13.3型クラスのコンパクトボディでありながら、14型画面を実現。
一般的な画面比16：9液晶に比べて縦に約1割広い16：10液晶は、
一画面に表示される情報が多くなるので見やすく、Office作業も
少ない上下スクロールで快適にすすめられます。また、ブルーライト
を低減するLowblue light液晶を採用。低減効果の高いEyesafe®
2.0/RPF®50認証を取得しており、目へのリスクをより軽減します。

512GB PCIe対応
高速SSD＊12

dynabook Rシリーズの
詳細はWebで

軽さ 長時間駆動

バッテリー駆動
約20.5時間～約24時間＊3

ワンタッチ
マイクミュート＊6

AI
カメラエフェクター

AI
ノイズキャンセラー＊5

急速充電
お急ぎ30分チャージ＊7

指紋認証＊10

（電源スイッチ一体型）
Thunderbolt™ 4＊8
Wi-Fi 6E＊9& LANコネクタ

バックライト
キーボード＊1

インテル® Evo™
プラットフォーム＊1 Dolby Atmos®軽さ

約940g～約1.05kg＊2
エンパワー
テクノロジー

CPU

マルチタスクから4K動画編集まで、快適な速さで

オンラインミーティング中に不意のノイズを除去してくれる「AI
ノイズキャンセラー＊5」や、Webカメラに映し出されたユーザーの
映像から人を識別し、AIが背景フィルターや明るさ補正をして
くれる「AIカメラエフェクター」を搭載。また、立体音響技術
「Dolby Atmos®」により、人の声の音量・音質が向上して聞き
取りやすくなり、その場にいるような会話が楽しめます。

AIにより、オンラインコミュニケーションが快適
速さ

快適に
つながる
Wi-Fi 6E＊9
対応

Photo：R9

Photo：R9 Photo：R9

軽さ、速さ、強さ、
操作性まで極めた14型モバイル。
やりたいことを、持ち歩こう。

第13世代 インテル®
Core™ i7-1360P プロセッサー 
Pコア：最大周波数5.00GHz、

Eコア：最大周波数3.70GHz〈12コア〉

＊2 質量は平均値。製品により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）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。　＊4 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験
条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。　＊5 TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャン
セラーの効果が適用されない場合があります。　＊6 OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。　＊7 30分の充電で、
バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。 バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの

経年劣化によって変化します。　＊8 市販のThunderbolt™ 4 対応周辺機器が必要です。　＊9 市販のWi-Fi 6E対応周辺機器が必要です。　＊10 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。指紋認証機能は、データやハードウェア
の完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。　＊11 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。　＊12 SSDは
ソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。　＊13 本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。
※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ディスプレイ
180度オープン

＊14 R8。R9は約1.05kgです。　＊15 R9。R8は約20.5時間です。

すこしいい。って、ここちいい。

第13世代
インテル®CPU

搭載

目の健康に
配慮した
ブルーライト
低減液晶

MIL規格準拠テスト
を10項目クリア＊4

14.0型

R9・R8
プレミアムモバイルノート

Rシリーズ

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。
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