
ブランド名 VALUESTAR
シリーズ名 　 VALUESTAR G タイプA
型名 　 PC-VG26N4Z48
型番 　 VG26N4/8
CPU 　 AMD Athlon™ XP プロセッサ 2600+＊１
チップセット 　 nVIDIA®社製 nForce420D
バスクロック システムバス 266MHz
　 メモリバス 266MHz
キャッシュメモリ 1次 128KB(CPU内蔵)
　 2次 256KB(CPU内蔵)
ビデオRAM 　 32MB＊５
グラフィックアクセラレータ 　 nVIDIA®社製 nForce420Dに内蔵
解像度・表示色 640×480ドット 最大1,677万色
　 800×600ドット 最大1,677万色
　 1,024×768ドット 最大1,677万色
　 1,280×1,024ドット 最大1,677万色＊６
　 1,600×1,200ドット 最大1,677万色＊６
サウンド機能 音源／サラウンド機能 Dolby Digital 5.1ch対応、PCM録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビッ

ト、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時)、エンハンストステレオ

通信機能 LAN 100BASE-TX/10BASE-T対応
入力機器 キーボード セレクションメニューより選択
　 マウス セレクションメニューより選択
　 リモコン　＊１２ 赤外線リモコン＊７ ＊８
フロッピーディスクドライブ 　 3.5型フロッピーディスクドライブ(720KB/1.2MB/1.44MB)×1＊９

映像関連機能 ＭＰＥＧボード ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
テレビチューナ　＊１０ 音声多重対応、受信チャンネル：VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)

　 データ放送受信 地上波データ放送(ADAMS)、文字多重放送、字幕放送
　 映像合成表示機能 DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能)

SmartVision 2.0＊１１使用時：240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更
可能

高画質機能 ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベース
コレクタ

　 テレビ録画機能 SmartVision 2.0＊１１でMPEG2(高画質モード：720×480ドット(8Mbps CBR)、標準
画質モード：720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード：352×480ドット
(2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード：352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画
可能

　 最長録画時間
＊１高画質モード 約６４時間２０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約４０時間２０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約２８時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約１７時間３０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約１１時間４０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

　 標準画質モード 約１２５時間３０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約７８時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約５４時間４０分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約３４時間００分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約２２時間５０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

長時間録画モード 約２３８時間４０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約１４９時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約１０４時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約６４時間４０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約４３時間２０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

スロット AGP 1スロット[空きスロット1]
PCI 5スロット［空きスロット0～4(PCIスロット用増設ボードの選択により、空きス

ロット数は異なります)］
インターフェイス USB コネクタ4ピン×4[USB1.1＊１４]
　 IEEE1394（DV） 6ピン×3＊１５
　 パラレル D-sub25ピン×1
　 シリアル D-sub9ピン×1
　 ディスプレイ（アナログ） ミニD-sub15ピン×1

ＰＳ／２ ミニDIN6ピン×2
　 LAN RJ45コネクタ×1
サウンド関連インターフェイス 光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力 角形×1＊１６＊１７、丸形×1＊１６＊１８＊６４（ヘッドフォン出力と兼用）

　 ライン入力 ステレオミニジャック　本体側×1　TVボード(MPEGボード）側×1＊６４

　 ライン出力 ステレオミニジャック×1 ＊１９
　 マイク入力 モノラルミニジャック×1 ＊２０
映像関連インターフェイス ＴＶアンテナ入力 F型同軸×1

　 ビデオ入力 ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２１＊２２

　 ビデオ出力（ＴＶ－ＯＵＴ） ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２３＊２４

ベイ 　 5型ベイ：2スロット(CD/DVDドライブで1スロット占有済)［空きスロット1］、3.5
型ベイ：2スロット(フロッピーディスクドライブで1スロット占有済)［空きスロッ
ト1］、内蔵3.5型ベイ：3スロット(ハードディスクドライブの選択により、空きス
ロット数は異なります）

電源 　 AC100V±10%、50/60Hz
消費電力 標準 約100W　＊２５
　 最大 304W
エネルギー消費効率 Q区分0.00082　＊２６
温湿度条件 　 10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)
外形寸法 本体（突起部除く） 193(W)×480(D)×458(H)mm(突起部除く)
　 キーボード PS/2キーボードの場合：456(W)×169(D)×40(H)mm

PS/2小型キーボードの場合：382(W)×176(D)×42(H)mm
　 リモコン 48(W)×206(D)×35(H)mm(スティック含む)
質量 本体 約15.4kg

キーボード PS/2キーボードの場合：約900g
PS/2小型キーボードの場合：約900g

マウス PS/2マウスの場合：約200g
光センサーPS/2マウスの場合：約90g

リモコン　＊１２ 約90g＊２７
インストールＯＳ 　 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service

Pack1＊２８

サポートＯＳ 　 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２９

主な添付品 　  マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、ビデオ変換コネクタ×2（Sビデオ－
コンポジットビデオ）＊１２、リモコン用受信ユニット＊１２＊３０

＊任意選択オプションの
　TVボード(MPEGボード)を
　選択した場合の機能です。

＊任意選択オプションのTVボー
ド
　(MPEGボード)を選択した場合



ブランド名 VALUESTAR
シリーズ名 　 VALUESTAR G タイプA
型名 　 PC-VG26N4Z48
型番 　 VG26N4/8
セレクション項目
メモリ（メインＲＡＭ）：セレ
クションメニュー

標準 256MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 128MB DIMM)
384MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 256MB DIMM)
512MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 256MB DIMM)
768MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB DIMM)
1GB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、512MB DIMM + 512MB DIMM)
1.28GB＊５＊３１(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB
DIMM + 512MB DIMM)

　 最大容量 1.5GB＊３１＊３２　［ＤＩＭＭスロット×３］
フロッピーディスクドライブ：
セレクションメニュー

－

ハードディスク：セレクション
メニュー　＊３３

約250GB＊３４(Ultra ATA-100)
約160GB＊３５(Ultra ATA-100)
約120GB＊３６(Ultra ATA-100)
約80GB＊３７(Ultra ATA-100)
約60GB＊３８(Ultra ATA-100)

増設ハードディスク’：セレク
ションメニュー

選択せず
約250GB＊３９(Ultra ATA-100)
約160GB＊４０(Ultra ATA-100)
約120GB＊４１(Ultra ATA-100)
約80GB＊４２(Ultra ATA-100)
約60GB＊４３(Ultra ATA-100)

CD/DVDドライブ 　＊４４ 　 CD-ROMドライブ　＊４５
CD-R/RWドライブ　＊４６
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　＊４６＊４７
DVD-R/RWドライブ　＊４７＊４８
DVDマルチドライブ　＊４７＊４９

　 速度 CD-ROMドライブ　CD読出し：最大40倍速
CD-R/RWドライブ　CD読出し：最大40倍速、CD-R書込み：最大40倍速、CD-RW書換
え：最大10倍速＊５０
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　DVD読出し：最大12倍速、CD読出
し：最大40倍速、CD-R書込み：最大16倍速、CD-RW書換え：最大10倍速＊５０
DVD-R/RWドライブ　DVD-R書込み：最大4倍速＊５１、DVD-RW書換え：2倍速＊５
２、DVD読出し：最大12倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大16倍速、
CD-RW書換え：最大8倍速＊５０
DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)　DVD-RAM読出し：2倍速＊５３、DVD-RAM書換
え：2倍速＊５３＊５４、DVD-R書込み：最大2倍速＊５１、DVD-RW書換え：1倍速＊
５２、DVD読出し：最大10倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大12倍
速、CD-RW書換え：最大8倍速＊５０

ＰＣＩスロット用増設ボード ワイヤレス通信ボード 選択せず
2.4GHzワイヤレスLAN(IEEE802.11b 準拠)＊５５

USB2.0増設ボード 選択せず
コネクタ4ピン×4[USB 2.0＊１４＊５６]

FAXモデムボード　＊５７ 選択せず
データ通信：最大56Kbps＊５８(K56flex™、V.90対応)/FAX通信：最大
14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応：モジュラコネクタ×2(LINE×1、
TELEPHONE×1)

TVボード 選択せず
ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード

マイク＆カメラ 選択せず
ヘッドフォンマイク＊５９
ヘッドフォンマイク＊５９とUSBカメラ＊３０＊６０

スピーカ 選択せず＊６１
外付けステレオスピーカ＊６２

キーボード／マウス PS/2キーボード(109キーレイアウト準拠)／PS/2マウス(スクロール機能付き)

PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)／
光センサーPS/2マウス(スクロール機能付き)＊６３

ワープロ・表計算（統合ソフ
ト）

選択せず

Microsoft® Office XP Personal



ブランド名
シリーズ名 　
型名 　
型番 　
CPU 　
チップセット 　
バスクロック システムバス
　 メモリバス
キャッシュメモリ 1次
　 2次
ビデオRAM 　
グラフィックアクセラレータ 　
解像度・表示色 640×480ドット
　 800×600ドット
　 1,024×768ドット
　 1,280×1,024ドット
　 1,600×1,200ドット
サウンド機能 音源／サラウンド機能

通信機能 LAN
入力機器 キーボード
　 マウス
　 リモコン　＊１２
フロッピーディスクドライブ 　

映像関連機能 ＭＰＥＧボード
テレビチューナ　＊１０

　 データ放送受信
　 映像合成表示機能

高画質機能

　 テレビ録画機能

　 最長録画時間
＊１高画質モード

　 標準画質モード

長時間録画モード

スロット AGP
PCI

インターフェイス USB
　 IEEE1394（DV）
　 パラレル
　 シリアル
　 ディスプレイ（アナログ）

ＰＳ／２
　 LAN
サウンド関連インターフェイス 光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力

　 ライン入力

　 ライン出力
　 マイク入力
映像関連インターフェイス ＴＶアンテナ入力

　 ビデオ入力

　 ビデオ出力（ＴＶ－ＯＵＴ）

ベイ 　

電源 　
消費電力 標準
　 最大
エネルギー消費効率
温湿度条件 　
外形寸法 本体（突起部除く）
　 キーボード

　 リモコン
質量 本体

キーボード

マウス

リモコン　＊１２
インストールＯＳ 　

サポートＯＳ 　

主な添付品 　

＊任意選択オプションの
　TVボード(MPEGボード)を
　選択した場合の機能です。

＊任意選択オプションのTVボー
ド
　(MPEGボード)を選択した場合

VALUESTAR
VALUESTAR G タイプA
PC-VG24N4Z48
VG24N4/8
AMD Athlon™ XP プロセッサ 2400+＊２
nVIDIA®社製 nForce420D
266MHz
266MHz
128KB(CPU内蔵)
256KB(CPU内蔵)
32MB＊５
nVIDIA®社製 nForce420Dに内蔵
最大1,677万色
最大1,677万色
最大1,677万色
最大1,677万色＊６
最大1,677万色＊６
Dolby Digital 5.1ch対応、PCM録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビッ
ト、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時)、エンハンストステレオ

100BASE-TX/10BASE-T対応
セレクションメニューより選択
セレクションメニューより選択
赤外線リモコン＊７ ＊８
3.5型フロッピーディスクドライブ(720KB/1.2MB/1.44MB)×1＊９

ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
音声多重対応、受信チャンネル：VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)
地上波データ放送(ADAMS)、文字多重放送、字幕放送
DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能)
SmartVision 2.0＊１１使用時：240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更
可能

ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベース
コレクタ

SmartVision 2.0＊１１でMPEG2(高画質モード：720×480ドット(8Mbps CBR)、標準
画質モード：720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード：352×480ドット
(2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード：352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画
可能

約６４時間２０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約４０時間２０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約２８時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約１７時間３０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約１１時間４０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

約１２５時間３０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約７８時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約５４時間４０分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約３４時間００分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約２２時間５０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

約２３８時間４０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約１４９時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約１０４時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約６４時間４０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約４３時間２０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

1スロット[空きスロット1]
5スロット［空きスロット0～4(PCIスロット用増設ボードの選択により、空きス
ロット数は異なります)］
コネクタ4ピン×4[USB1.1＊１４]
6ピン×3＊１５
D-sub25ピン×1
D-sub9ピン×1
ミニD-sub15ピン×1
ミニDIN6ピン×2
RJ45コネクタ×1
角形×1＊１６＊１７、丸形×1＊１６＊１８＊６４（ヘッドフォン出力と兼用）

ステレオミニジャック　本体側×1　TVボード(MPEGボード）側×1＊６４

ステレオミニジャック×1 ＊１９
モノラルミニジャック×1 ＊２０
F型同軸×1

ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２１＊２２

ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２３＊２４

5型ベイ：2スロット(CD/DVDドライブで1スロット占有済)［空きスロット1］、3.5
型ベイ：2スロット(フロッピーディスクドライブで1スロット占有済)［空きスロッ
ト1］、内蔵3.5型ベイ：3スロット(ハードディスクドライブの選択により、空きス
ロット数は異なります）

AC100V±10%、50/60Hz
約95W　＊２５
298W
Q区分0.00087　＊２６
10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)
193(W)×480(D)×458(H)mm(突起部除く)
PS/2キーボードの場合：456(W)×169(D)×40(H)mm
PS/2小型キーボードの場合：382(W)×176(D)×42(H)mm
48(W)×206(D)×35(H)mm(スティック含む)
約15.4kg
PS/2キーボードの場合：約900g
PS/2小型キーボードの場合：約900g
PS/2マウスの場合：約200g
光センサーPS/2マウスの場合：約90g
約90g＊２７
Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２８

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２９

 マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、ビデオ変換コネクタ×2（Sビデオ－
コンポジットビデオ）＊１２、リモコン用受信ユニット＊１２＊３０



ブランド名
シリーズ名 　
型名 　
型番 　
セレクション項目
メモリ（メインＲＡＭ）：セレ
クションメニュー

標準

　 最大容量
フロッピーディスクドライブ：
セレクションメニュー
ハードディスク：セレクション
メニュー　＊３３

増設ハードディスク’：セレク
ションメニュー

CD/DVDドライブ 　＊４４ 　

　 速度

ＰＣＩスロット用増設ボード ワイヤレス通信ボード

USB2.0増設ボード

FAXモデムボード　＊５７

TVボード

マイク＆カメラ

スピーカ

キーボード／マウス

ワープロ・表計算（統合ソフ
ト）

VALUESTAR
VALUESTAR G タイプA
PC-VG24N4Z48
VG24N4/8

256MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 128MB DIMM)
384MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 256MB DIMM)
512MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 256MB DIMM)
768MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB DIMM)
1GB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、512MB DIMM + 512MB DIMM)
1.28GB＊５＊３１(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB
DIMM + 512MB DIMM)

1.5GB＊３１＊３２　［ＤＩＭＭスロット×３］
－

約250GB＊３４(Ultra ATA-100)
約160GB＊３５(Ultra ATA-100)
約120GB＊３６(Ultra ATA-100)
約80GB＊３７(Ultra ATA-100)
約60GB＊３８(Ultra ATA-100)

選択せず
約250GB＊３９(Ultra ATA-100)
約160GB＊４０(Ultra ATA-100)
約120GB＊４１(Ultra ATA-100)
約80GB＊４２(Ultra ATA-100)
約60GB＊４３(Ultra ATA-100)

CD-ROMドライブ　＊４５
CD-R/RWドライブ　＊４６
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　＊４６＊４７
DVD-R/RWドライブ　＊４７＊４８
DVDマルチドライブ　＊４７＊４９

CD-ROMドライブ　CD読出し：最大40倍速
CD-R/RWドライブ　CD読出し：最大40倍速、CD-R書込み：最大40倍速、CD-RW書換
え：最大10倍速＊５０
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　DVD読出し：最大12倍速、CD読出
し：最大40倍速、CD-R書込み：最大16倍速、CD-RW書換え：最大10倍速＊５０
DVD-R/RWドライブ　DVD-R書込み：最大4倍速＊５１、DVD-RW書換え：2倍速＊５
２、DVD読出し：最大12倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大16倍速、
CD-RW書換え：最大8倍速＊５０
DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)　DVD-RAM読出し：2倍速＊５３、DVD-RAM書換
え：2倍速＊５３＊５４、DVD-R書込み：最大2倍速＊５１、DVD-RW書換え：1倍速＊
５２、DVD読出し：最大10倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大12倍
速、CD-RW書換え：最大8倍速＊５０

選択せず
2.4GHzワイヤレスLAN(IEEE802.11b 準拠)＊５５
選択せず
コネクタ4ピン×4[USB 2.0＊１４＊５６]
選択せず
データ通信：最大56Kbps＊５８(K56flex™、V.90対応)/FAX通信：最大
14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応：モジュラコネクタ×2(LINE×1、
TELEPHONE×1)
選択せず
ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
選択せず
ヘッドフォンマイク＊５９
ヘッドフォンマイク＊５９とUSBカメラ＊３０＊６０
選択せず＊６１
外付けステレオスピーカ＊６２
PS/2キーボード(109キーレイアウト準拠)／PS/2マウス(スクロール機能付き)

PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)／
光センサーPS/2マウス(スクロール機能付き)＊６３

選択せず

Microsoft® Office XP Personal



ブランド名
シリーズ名 　
型名 　
型番 　
CPU 　
チップセット 　
バスクロック システムバス
　 メモリバス
キャッシュメモリ 1次
　 2次
ビデオRAM 　
グラフィックアクセラレータ 　
解像度・表示色 640×480ドット
　 800×600ドット
　 1,024×768ドット
　 1,280×1,024ドット
　 1,600×1,200ドット
サウンド機能 音源／サラウンド機能

通信機能 LAN
入力機器 キーボード
　 マウス
　 リモコン　＊１２
フロッピーディスクドライブ 　

映像関連機能 ＭＰＥＧボード
テレビチューナ　＊１０

　 データ放送受信
　 映像合成表示機能

高画質機能

　 テレビ録画機能

　 最長録画時間
＊１高画質モード

　 標準画質モード

長時間録画モード

スロット AGP
PCI

インターフェイス USB
　 IEEE1394（DV）
　 パラレル
　 シリアル
　 ディスプレイ（アナログ）

ＰＳ／２
　 LAN
サウンド関連インターフェイス 光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力

　 ライン入力

　 ライン出力
　 マイク入力
映像関連インターフェイス ＴＶアンテナ入力

　 ビデオ入力

　 ビデオ出力（ＴＶ－ＯＵＴ）

ベイ 　

電源 　
消費電力 標準
　 最大
エネルギー消費効率
温湿度条件 　
外形寸法 本体（突起部除く）
　 キーボード

　 リモコン
質量 本体

キーボード

マウス

リモコン　＊１２
インストールＯＳ 　

サポートＯＳ 　

主な添付品 　

＊任意選択オプションの
　TVボード(MPEGボード)を
　選択した場合の機能です。

＊任意選択オプションのTVボー
ド
　(MPEGボード)を選択した場合

VALUESTAR
VALUESTAR G タイプA
PC-VG22N4Z48
VG22N4/8
AMD Athlon™ XP プロセッサ 2200+＊３
nVIDIA®社製 nForce420D
266MHz
266MHz
128KB(CPU内蔵)
256KB(CPU内蔵)
32MB＊５
nVIDIA®社製 nForce420Dに内蔵
最大1,677万色
最大1,677万色
最大1,677万色
最大1,677万色＊６
最大1,677万色＊６
Dolby Digital 5.1ch対応、PCM録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビッ
ト、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時)、エンハンストステレオ

100BASE-TX/10BASE-T対応
セレクションメニューより選択
セレクションメニューより選択
赤外線リモコン＊７ ＊８
3.5型フロッピーディスクドライブ(720KB/1.2MB/1.44MB)×1＊９

ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
音声多重対応、受信チャンネル：VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)
地上波データ放送(ADAMS)、文字多重放送、字幕放送
DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能)
SmartVision 2.0＊１１使用時：240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更
可能

ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベース
コレクタ

SmartVision 2.0＊１１でMPEG2(高画質モード：720×480ドット(8Mbps CBR)、標準
画質モード：720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード：352×480ドット
(2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード：352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画
可能

約６４時間２０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約４０時間２０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約２８時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約１７時間３０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約１１時間４０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

約１２５時間３０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約７８時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約５４時間４０分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約３４時間００分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約２２時間５０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

約２３８時間４０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約１４９時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約１０４時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約６４時間４０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約４３時間２０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

1スロット[空きスロット1]
5スロット［空きスロット0～4(PCIスロット用増設ボードの選択により、空きス
ロット数は異なります)］
コネクタ4ピン×4[USB1.1＊１４]
6ピン×3＊１５
D-sub25ピン×1
D-sub9ピン×1
ミニD-sub15ピン×1
ミニDIN6ピン×2
RJ45コネクタ×1
角形×1＊１６＊１７、丸形×1＊１６＊１８＊６４（ヘッドフォン出力と兼用）

ステレオミニジャック　本体側×1　TVボード(MPEGボード）側×1＊６４

ステレオミニジャック×1 ＊１９
モノラルミニジャック×1 ＊２０
F型同軸×1

ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２１＊２２

ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２３＊２４

5型ベイ：2スロット(CD/DVDドライブで1スロット占有済)［空きスロット1］、3.5
型ベイ：2スロット(フロッピーディスクドライブで1スロット占有済)［空きスロッ
ト1］、内蔵3.5型ベイ：3スロット(ハードディスクドライブの選択により、空きス
ロット数は異なります）

AC100V±10%、50/60Hz
約95W　＊２５
298W
Q区分0.00097　＊２６
10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)
193(W)×480(D)×458(H)mm(突起部除く)
PS/2キーボードの場合：456(W)×169(D)×40(H)mm
PS/2小型キーボードの場合：382(W)×176(D)×42(H)mm
48(W)×206(D)×35(H)mm(スティック含む)
約15.4kg
PS/2キーボードの場合：約900g
PS/2小型キーボードの場合：約900g
PS/2マウスの場合：約200g
光センサーPS/2マウスの場合：約90g
約90g＊２７
Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２８

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２９

 マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、ビデオ変換コネクタ×2（Sビデオ－
コンポジットビデオ）＊１２、リモコン用受信ユニット＊１２＊３０



ブランド名
シリーズ名 　
型名 　
型番 　
セレクション項目
メモリ（メインＲＡＭ）：セレ
クションメニュー

標準

　 最大容量
フロッピーディスクドライブ：
セレクションメニュー
ハードディスク：セレクション
メニュー　＊３３

増設ハードディスク’：セレク
ションメニュー

CD/DVDドライブ 　＊４４ 　

　 速度

ＰＣＩスロット用増設ボード ワイヤレス通信ボード

USB2.0増設ボード

FAXモデムボード　＊５７

TVボード

マイク＆カメラ

スピーカ

キーボード／マウス

ワープロ・表計算（統合ソフ
ト）

VALUESTAR
VALUESTAR G タイプA
PC-VG22N4Z48
VG22N4/8

256MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 128MB DIMM)
384MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 256MB DIMM)
512MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 256MB DIMM)
768MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB DIMM)
1GB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、512MB DIMM + 512MB DIMM)
1.28GB＊５＊３１(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB
DIMM + 512MB DIMM)

1.5GB＊３１＊３２　［ＤＩＭＭスロット×３］
－

約250GB＊３４(Ultra ATA-100)
約160GB＊３５(Ultra ATA-100)
約120GB＊３６(Ultra ATA-100)
約80GB＊３７(Ultra ATA-100)
約60GB＊３８(Ultra ATA-100)

選択せず
約250GB＊３９(Ultra ATA-100)
約160GB＊４０(Ultra ATA-100)
約120GB＊４１(Ultra ATA-100)
約80GB＊４２(Ultra ATA-100)
約60GB＊４３(Ultra ATA-100)

CD-ROMドライブ　＊４５
CD-R/RWドライブ　＊４６
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　＊４６＊４７
DVD-R/RWドライブ　＊４７＊４８
DVDマルチドライブ　＊４７＊４９

CD-ROMドライブ　CD読出し：最大40倍速
CD-R/RWドライブ　CD読出し：最大40倍速、CD-R書込み：最大40倍速、CD-RW書換
え：最大10倍速＊５０
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　DVD読出し：最大12倍速、CD読出
し：最大40倍速、CD-R書込み：最大16倍速、CD-RW書換え：最大10倍速＊５０
DVD-R/RWドライブ　DVD-R書込み：最大4倍速＊５１、DVD-RW書換え：2倍速＊５
２、DVD読出し：最大12倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大16倍速、
CD-RW書換え：最大8倍速＊５０
DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)　DVD-RAM読出し：2倍速＊５３、DVD-RAM書換
え：2倍速＊５３＊５４、DVD-R書込み：最大2倍速＊５１、DVD-RW書換え：1倍速＊
５２、DVD読出し：最大10倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大12倍
速、CD-RW書換え：最大8倍速＊５０

選択せず
2.4GHzワイヤレスLAN(IEEE802.11b 準拠)＊５５
選択せず
コネクタ4ピン×4[USB 2.0＊１４＊５６]
選択せず
データ通信：最大56Kbps＊５８(K56flex™、V.90対応)/FAX通信：最大
14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応：モジュラコネクタ×2(LINE×1、
TELEPHONE×1)
選択せず
ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
選択せず
ヘッドフォンマイク＊５９
ヘッドフォンマイク＊５９とUSBカメラ＊３０＊６０
選択せず＊６１
外付けステレオスピーカ＊６２
PS/2キーボード(109キーレイアウト準拠)／PS/2マウス(スクロール機能付き)

PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)／
光センサーPS/2マウス(スクロール機能付き)＊６３

選択せず

Microsoft® Office XP Personal



ブランド名
シリーズ名 　
型名 　
型番 　
CPU 　
チップセット 　
バスクロック システムバス
　 メモリバス
キャッシュメモリ 1次
　 2次
ビデオRAM 　
グラフィックアクセラレータ 　
解像度・表示色 640×480ドット
　 800×600ドット
　 1,024×768ドット
　 1,280×1,024ドット
　 1,600×1,200ドット
サウンド機能 音源／サラウンド機能

通信機能 LAN
入力機器 キーボード
　 マウス
　 リモコン　＊１２
フロッピーディスクドライブ 　

映像関連機能 ＭＰＥＧボード
テレビチューナ　＊１０

　 データ放送受信
　 映像合成表示機能

高画質機能

　 テレビ録画機能

　 最長録画時間
＊１高画質モード

　 標準画質モード

長時間録画モード

スロット AGP
PCI

インターフェイス USB
　 IEEE1394（DV）
　 パラレル
　 シリアル
　 ディスプレイ（アナログ）

ＰＳ／２
　 LAN
サウンド関連インターフェイス 光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力

　 ライン入力

　 ライン出力
　 マイク入力
映像関連インターフェイス ＴＶアンテナ入力

　 ビデオ入力

　 ビデオ出力（ＴＶ－ＯＵＴ）

ベイ 　

電源 　
消費電力 標準
　 最大
エネルギー消費効率
温湿度条件 　
外形寸法 本体（突起部除く）
　 キーボード

　 リモコン
質量 本体

キーボード

マウス

リモコン　＊１２
インストールＯＳ 　

サポートＯＳ 　

主な添付品 　

＊任意選択オプションの
　TVボード(MPEGボード)を
　選択した場合の機能です。

＊任意選択オプションのTVボー
ド
　(MPEGボード)を選択した場合

VALUESTAR
VALUESTAR G タイプA
PC-VG20N4Z48
VG20N4/8
AMD Athlon™ XP プロセッサ 2000+＊４
nVIDIA®社製 nForce420D
266MHz
266MHz
128KB(CPU内蔵)
256KB(CPU内蔵)
32MB＊５
nVIDIA®社製 nForce420Dに内蔵
最大1,677万色
最大1,677万色
最大1,677万色
最大1,677万色＊６
最大1,677万色＊６
Dolby Digital 5.1ch対応、PCM録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビッ
ト、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時)、エンハンストステレオ

100BASE-TX/10BASE-T対応
セレクションメニューより選択
セレクションメニューより選択
赤外線リモコン＊７ ＊８
3.5型フロッピーディスクドライブ(720KB/1.2MB/1.44MB)×1＊９

ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
音声多重対応、受信チャンネル：VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)
地上波データ放送(ADAMS)、文字多重放送、字幕放送
DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能)
SmartVision 2.0＊１１使用時：240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更
可能

ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベース
コレクタ

SmartVision 2.0＊１１でMPEG2(高画質モード：720×480ドット(8Mbps CBR)、標準
画質モード：720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード：352×480ドット
(2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード：352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画
可能

約６４時間２０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約４０時間２０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約２８時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約１７時間３０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約１１時間４０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

約１２５時間３０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約７８時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約５４時間４０分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約３４時間００分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約２２時間５０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

約２３８時間４０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約１４９時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約１０４時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約６４時間４０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約４３時間２０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

1スロット[空きスロット1]
5スロット［空きスロット0～4(PCIスロット用増設ボードの選択により、空きス
ロット数は異なります)］
コネクタ4ピン×4[USB1.1＊１４]
6ピン×3＊１５
D-sub25ピン×1
D-sub9ピン×1
ミニD-sub15ピン×1
ミニDIN6ピン×2
RJ45コネクタ×1
角形×1＊１６＊１７、丸形×1＊１６＊１８＊６４（ヘッドフォン出力と兼用）

ステレオミニジャック　本体側×1　TVボード(MPEGボード）側×1＊６４

ステレオミニジャック×1 ＊１９
モノラルミニジャック×1 ＊２０
F型同軸×1

ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２１＊２２

ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２３＊２４

5型ベイ：2スロット(CD/DVDドライブで1スロット占有済)［空きスロット1］、3.5
型ベイ：2スロット(フロッピーディスクドライブで1スロット占有済)［空きスロッ
ト1］、内蔵3.5型ベイ：3スロット(ハードディスクドライブの選択により、空きス
ロット数は異なります）

AC100V±10%、50/60Hz
約97W　＊２５
301W
Q区分0.00105　＊２６
10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)
193(W)×480(D)×458(H)mm(突起部除く)
PS/2キーボードの場合：456(W)×169(D)×40(H)mm
PS/2小型キーボードの場合：382(W)×176(D)×42(H)mm
48(W)×206(D)×35(H)mm(スティック含む)
約15.4kg
PS/2キーボードの場合：約900g
PS/2小型キーボードの場合：約900g
PS/2マウスの場合：約200g
光センサーPS/2マウスの場合：約90g
約90g＊２７
Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２８

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２９

 マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、ビデオ変換コネクタ×2（Sビデオ－
コンポジットビデオ）＊１２、リモコン用受信ユニット＊１２＊３０



ブランド名
シリーズ名 　
型名 　
型番 　
セレクション項目
メモリ（メインＲＡＭ）：セレ
クションメニュー

標準

　 最大容量
フロッピーディスクドライブ：
セレクションメニュー
ハードディスク：セレクション
メニュー　＊３３

増設ハードディスク’：セレク
ションメニュー

CD/DVDドライブ 　＊４４ 　

　 速度

ＰＣＩスロット用増設ボード ワイヤレス通信ボード

USB2.0増設ボード

FAXモデムボード　＊５７

TVボード

マイク＆カメラ

スピーカ

キーボード／マウス

ワープロ・表計算（統合ソフ
ト）

VALUESTAR
VALUESTAR G タイプA
PC-VG20N4Z48
VG20N4/8

256MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 128MB DIMM)
384MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 256MB DIMM)
512MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 256MB DIMM)
768MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB DIMM)
1GB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、512MB DIMM + 512MB DIMM)
1.28GB＊５＊３１(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB
DIMM + 512MB DIMM)

1.5GB＊３１＊３２　［ＤＩＭＭスロット×３］
－

約250GB＊３４(Ultra ATA-100)
約160GB＊３５(Ultra ATA-100)
約120GB＊３６(Ultra ATA-100)
約80GB＊３７(Ultra ATA-100)
約60GB＊３８(Ultra ATA-100)

選択せず
約250GB＊３９(Ultra ATA-100)
約160GB＊４０(Ultra ATA-100)
約120GB＊４１(Ultra ATA-100)
約80GB＊４２(Ultra ATA-100)
約60GB＊４３(Ultra ATA-100)

CD-ROMドライブ　＊４５
CD-R/RWドライブ　＊４６
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　＊４６＊４７
DVD-R/RWドライブ　＊４７＊４８
DVDマルチドライブ　＊４７＊４９

CD-ROMドライブ　CD読出し：最大40倍速
CD-R/RWドライブ　CD読出し：最大40倍速、CD-R書込み：最大40倍速、CD-RW書換
え：最大10倍速＊５０
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　DVD読出し：最大12倍速、CD読出
し：最大40倍速、CD-R書込み：最大16倍速、CD-RW書換え：最大10倍速＊５０
DVD-R/RWドライブ　DVD-R書込み：最大4倍速＊５１、DVD-RW書換え：2倍速＊５
２、DVD読出し：最大12倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大16倍速、
CD-RW書換え：最大8倍速＊５０
DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)　DVD-RAM読出し：2倍速＊５３、DVD-RAM書換
え：2倍速＊５３＊５４、DVD-R書込み：最大2倍速＊５１、DVD-RW書換え：1倍速＊
５２、DVD読出し：最大10倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大12倍
速、CD-RW書換え：最大8倍速＊５０

選択せず
2.4GHzワイヤレスLAN(IEEE802.11b 準拠)＊５５
選択せず
コネクタ4ピン×4[USB 2.0＊１４＊５６]
選択せず
データ通信：最大56Kbps＊５８(K56flex™、V.90対応)/FAX通信：最大
14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応：モジュラコネクタ×2(LINE×1、
TELEPHONE×1)
選択せず
ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
選択せず
ヘッドフォンマイク＊５９
ヘッドフォンマイク＊５９とUSBカメラ＊３０＊６０
選択せず＊６１
外付けステレオスピーカ＊６２
PS/2キーボード(109キーレイアウト準拠)／PS/2マウス(スクロール機能付き)

PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)／
光センサーPS/2マウス(スクロール機能付き)＊６３

選択せず

Microsoft® Office XP Personal



ブランド名
シリーズ名 　
型名 　
型番 　
CPU 　
チップセット 　
バスクロック システムバス
　 メモリバス
キャッシュメモリ 1次
　 2次
ビデオRAM 　
グラフィックアクセラレータ 　
解像度・表示色 640×480ドット
　 800×600ドット
　 1,024×768ドット
　 1,280×1,024ドット
　 1,600×1,200ドット
サウンド機能 音源／サラウンド機能

通信機能 LAN
入力機器 キーボード
　 マウス
　 リモコン　＊１２
フロッピーディスクドライブ 　

映像関連機能 ＭＰＥＧボード
テレビチューナ　＊１０

　 データ放送受信
　 映像合成表示機能

高画質機能

　 テレビ録画機能

　 最長録画時間
＊１高画質モード

　 標準画質モード

長時間録画モード

スロット AGP
PCI

インターフェイス USB
　 IEEE1394（DV）
　 パラレル
　 シリアル
　 ディスプレイ（アナログ）

ＰＳ／２
　 LAN
サウンド関連インターフェイス 光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力

　 ライン入力

　 ライン出力
　 マイク入力
映像関連インターフェイス ＴＶアンテナ入力

　 ビデオ入力

　 ビデオ出力（ＴＶ－ＯＵＴ）

ベイ 　

電源 　
消費電力 標準
　 最大
エネルギー消費効率
温湿度条件 　
外形寸法 本体（突起部除く）
　 キーボード

　 リモコン
質量 本体

キーボード

マウス

リモコン　＊１２
インストールＯＳ 　

サポートＯＳ 　

主な添付品 　

＊任意選択オプションの
　TVボード(MPEGボード)を
　選択した場合の機能です。

＊任意選択オプションのTVボー
ド
　(MPEGボード)を選択した場合

VALUESTAR
VALUESTAR G タイプA
PC-VG11R4Z48
VG11R4/8
AMD Duron™プロセッサ 1100MHz
nVIDIA®社製 nForce420D
200MHz
266MHz
128KB(CPU内蔵)
64KB(CPU内蔵)
32MB＊５
nVIDIA®社製 nForce420Dに内蔵
最大1,677万色
最大1,677万色
最大1,677万色
最大1,677万色＊６
最大1,677万色＊６
Dolby Digital 5.1ch対応、PCM録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビッ
ト、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時)、エンハンストステレオ

100BASE-TX/10BASE-T対応
セレクションメニューより選択
セレクションメニューより選択
赤外線リモコン＊７ ＊８
3.5型フロッピーディスクドライブ(720KB/1.2MB/1.44MB)×1＊９

ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
音声多重対応、受信チャンネル：VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)
地上波データ放送(ADAMS)、文字多重放送、字幕放送
DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能)
SmartVision 2.0＊１１使用時：240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更
可能

ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベース
コレクタ

SmartVision 2.0＊１１でMPEG2(高画質モード：720×480ドット(8Mbps CBR)、標準
画質モード：720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード：352×480ドット
(2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード：352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画
可能

約６４時間２０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約４０時間２０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約２８時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約１７時間３０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約１１時間４０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

約１２５時間３０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約７８時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約５４時間４０分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約３４時間００分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約２２時間５０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

約２３８時間４０分(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)
約１４９時間５０分(ハードディスクドライブ容量160GBの場合)
約１０４時間００分(ハードディスクドライブ容量120GBの場合)
約６４時間４０分(ハードディスクドライブ容量80GBの場合)
約４３時間２０分(ハードディスクドライブ容量60GBの場合)

1スロット[空きスロット1]
5スロット［空きスロット0～4(PCIスロット用増設ボードの選択により、空きス
ロット数は異なります)］
コネクタ4ピン×4[USB1.1＊１４]
6ピン×3＊１５
D-sub25ピン×1
D-sub9ピン×1
ミニD-sub15ピン×1
ミニDIN6ピン×2
RJ45コネクタ×1
角形×1＊１６＊１７、丸形×1＊１６＊１８＊６４（ヘッドフォン出力と兼用）

ステレオミニジャック　本体側×1　TVボード(MPEGボード）側×1＊６４

ステレオミニジャック×1 ＊１９
モノラルミニジャック×1 ＊２０
F型同軸×1

ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２１＊２２

ミニDIN×1(Sビデオ・コンポジットビデオ共用)＊２３＊２４

5型ベイ：2スロット(CD/DVDドライブで1スロット占有済)［空きスロット1］、3.5
型ベイ：2スロット(フロッピーディスクドライブで1スロット占有済)［空きスロッ
ト1］、内蔵3.5型ベイ：3スロット(ハードディスクドライブの選択により、空きス
ロット数は異なります）

AC100V±10%、50/60Hz
約68W　＊２５
271W
Q区分0.00160　＊２６
10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)
193(W)×480(D)×458(H)mm(突起部除く)
PS/2キーボードの場合：456(W)×169(D)×40(H)mm
PS/2小型キーボードの場合：382(W)×176(D)×42(H)mm
48(W)×206(D)×35(H)mm(スティック含む)
約15.5kg
PS/2キーボードの場合：約900g
PS/2小型キーボードの場合：約900g
PS/2マウスの場合：約200g
光センサーPS/2マウスの場合：約90g
約90g＊２７
Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２８

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service
Pack1＊２９

 マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、ビデオ変換コネクタ×2（Sビデオ－
コンポジットビデオ）＊１２、リモコン用受信ユニット＊１２＊３０



ブランド名
シリーズ名 　
型名 　
型番 　
セレクション項目
メモリ（メインＲＡＭ）：セレ
クションメニュー

標準

　 最大容量
フロッピーディスクドライブ：
セレクションメニュー
ハードディスク：セレクション
メニュー　＊３３

増設ハードディスク’：セレク
ションメニュー

CD/DVDドライブ 　＊４４ 　

　 速度

ＰＣＩスロット用増設ボード ワイヤレス通信ボード

USB2.0増設ボード

FAXモデムボード　＊５７

TVボード

マイク＆カメラ

スピーカ

キーボード／マウス

ワープロ・表計算（統合ソフ
ト）

VALUESTAR
VALUESTAR G タイプA
PC-VG11R4Z48
VG11R4/8

256MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 128MB DIMM)
384MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、128MB DIMM + 256MB DIMM)
512MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 256MB DIMM)
768MB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB DIMM)
1GB＊５(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、512MB DIMM + 512MB DIMM)
1.28GB＊５＊３１(ECC無しDDR SDRAM、PC2100対応(DDR266)、256MB DIMM + 512MB
DIMM + 512MB DIMM)

1.5GB＊３１＊３２　［ＤＩＭＭスロット×３］
－

約250GB＊３４(Ultra ATA-100)
約160GB＊３５(Ultra ATA-100)
約120GB＊３６(Ultra ATA-100)
約80GB＊３７(Ultra ATA-100)
約60GB＊３８(Ultra ATA-100)

選択せず
約250GB＊３９(Ultra ATA-100)
約160GB＊４０(Ultra ATA-100)
約120GB＊４１(Ultra ATA-100)
約80GB＊４２(Ultra ATA-100)
約60GB＊４３(Ultra ATA-100)

CD-ROMドライブ　＊４５
CD-R/RWドライブ　＊４６
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　＊４６＊４７
DVD-R/RWドライブ　＊４７＊４８
DVDマルチドライブ　＊４７＊４９

CD-ROMドライブ　CD読出し：最大40倍速
CD-R/RWドライブ　CD読出し：最大40倍速、CD-R書込み：最大40倍速、CD-RW書換
え：最大10倍速＊５０
マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　DVD読出し：最大12倍速、CD読出
し：最大40倍速、CD-R書込み：最大16倍速、CD-RW書換え：最大10倍速＊５０
DVD-R/RWドライブ　DVD-R書込み：最大4倍速＊５１、DVD-RW書換え：2倍速＊５
２、DVD読出し：最大12倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大16倍速、
CD-RW書換え：最大8倍速＊５０
DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)　DVD-RAM読出し：2倍速＊５３、DVD-RAM書換
え：2倍速＊５３＊５４、DVD-R書込み：最大2倍速＊５１、DVD-RW書換え：1倍速＊
５２、DVD読出し：最大10倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大12倍
速、CD-RW書換え：最大8倍速＊５０

選択せず
2.4GHzワイヤレスLAN(IEEE802.11b 準拠)＊５５
選択せず
コネクタ4ピン×4[USB 2.0＊１４＊５６]
選択せず
データ通信：最大56Kbps＊５８(K56flex™、V.90対応)/FAX通信：最大
14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応：モジュラコネクタ×2(LINE×1、
TELEPHONE×1)
選択せず
ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
選択せず
ヘッドフォンマイク＊５９
ヘッドフォンマイク＊５９とUSBカメラ＊３０＊６０
選択せず＊６１
外付けステレオスピーカ＊６２
PS/2キーボード(109キーレイアウト準拠)／PS/2マウス(スクロール機能付き)

PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)／
光センサーPS/2マウス(スクロール機能付き)＊６３

選択せず

Microsoft® Office XP Personal



注釈

*1 AMD社が定めた、QuantiSpeedTMアーキテクチャによる性能指標であり、CPUの動作クロック周波数ではありません。CPUの動作クロック周波数は
2.133GHzです。

*2 AMD社が定めた、QuantiSpeedTMアーキテクチャによる性能指標であり、CPUの動作クロック周波数ではありません。CPUの動作クロック周波数は
2.000GHzです。

*3 AMD社が定めた、QuantiSpeedTMアーキテクチャによる性能指標であり、CPUの動作クロック周波数ではありません。CPUの動作クロック周波数は
1.800GHzです。

*4 AMD社が定めた、QuantiSpeedTMアーキテクチャによる性能指標であり、CPUの動作クロック周波数ではありません。CPUの動作クロック周波数は
1.667GHzです。

*5 ビデオRAMはメインRAMを使用します。

*6
グラフィックアクセラレータの持つ解像度および表示色の能力であり、接続するディスプレイによっては表示できないことがあります。ディスプ
レイの仕様をお確かめの上、ディスプレイを選択願います

*7 リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大190時間です。
*8 使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約3mです。

*9
3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可です)。また、1.2MBモードへの対応は、ドラ
イバをセットアップすることで可能となります。

*10
本製品はCATVの周波数にも対応しておりますが、ケーブルテレビ会社によりサービス内容に違いがあるため、接続に関しては、ご利用のケーブル
テレビ会社にご相談ください。

*11 本体にプリインストールされている、地上波放送受信・録画のソフトウェア名称です。
*12 任意選択オプションの任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合の添付品です。
*13 録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。
*14 接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。

*15
接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種については本サイト「カタログ」の「ニュースタイルサーバ」→
各シリーズページ（ValueStar G TypeA)→「接続情報」をご覧下さい。

*16
光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレー
ヤー・MDデッキ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。

*17 SmartVision 2.0における音声は出力できません。
*18 SmartVision 2.0における音声のみ出力できます。

*19
任意選択オプションのヘッドフォンマイク、または外付けスピーカ、またはアナログTFT液晶ディスプレイ（LCD1760VM）に内蔵のスピーカを接続
できます。ヘッドフォンマイクと外付けスピーカと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。

*20 任意選択オプションのヘッドフォンマイクを接続できます。

*21 著作権保護のための信号が記録されている市販素材は、ハードディスク等へ録画することはできません。

*22
Sビデオ入力端子として利用できます。また、本体に添付のビデオ変換コネクタを接続することによりコンポジットビデオ入力端子として利用で
きます。

*23
SmartVision 2.0で録画した映像のみ出力できます。著作権保護のための信号が記録されている市販素材、またはソフトウェアの種類によりビデ
オデッキ等へ録画することはできません。また、ビデオデッキ経由でのテレビ出力はできません(同方式でテレビに出力しているビデオ一体型テ
レビを含む)。

*24
Sビデオ出力端子として利用できます。また、本体に添付のビデオ変換コネクタを接続することによりコンポジットビデオ出力端子として利用で
きます。

*25 メモリ256MB、CD-ROM、ハードディスク60GBの構成にて測定。

*26 メモリ1.5GB、CD-ROM、ハードディスク60GBの構成にて測定。

*27 乾電池の質量は含まれておりません。

*28 添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。

*29
別売のMicrosoft® Windows® XP Home Editionパッケージや別売のMicrosoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用す
ることはできません。

*30 USBポートに接続します。

*31

本機には、最大で1.5Gバイト(512Mバイト×3枚)のメモリを搭載できます。ただし、1.5Gバイトまで搭載した場合、メモリアクセス性能が落ちる
ことがあるため（メモリバスクロックが266MHzから200MHzに低下）、1.28Gバイト(512Mバイト×2枚＋256Mバイト×1枚)までの増設をお奨めしま
す。本機において、メモリバスクロックを266MHzにて動作させるには、メモリモジュールのBANK数合計は最大5BANKまでとなります。必須選択オ
プションにて1.25Gバイトを選択された場合、512Mバイト(2BANK)×２＋256Mバイト(1BANK)の5BANKのため、メモリバスクロックは266MHz動作とな
ります。

*32
増設RAMサブボード(PC2100対応-DDR266MHzメモリ)[512MB]を3枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-
M040(128MB)、PK-UG-M041(256MB)、PK-UG-M042(512MB)を推奨します。

*33 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

*34
Windowsのシステムからは、容量が約２３３GB(Cドライブ：約２２５GB、Dドライブ：約２．００GB、残り：再セットアップ用として使用)と認識
されます。

*35
Windowsのシステムからは、容量が約１４９GB(Cドライブ：約１４２GB、Dドライブ：約２．００GB、残り：再セットアップ用として使用)と認識
されます。

*36
Windowsのシステムからは、容量が約１１２GB(Cドライブ：約１０４GB、Dドライブ：約２．００GB、残り：再セットアップ用として使用)と認識
されます。

*37
Windowsのシステムからは、容量が約７５GB(Cドライブ：約６７GB、Dドライブ：約２．００GB、残り：再セットアップ用として使用)と認識され
ます。

*38
Windowsのシステムからは、容量が約５６GB(Cドライブ：約４８GB、Dドライブ：約２．００GB、残り：再セットアップ用として使用)と認識され
ます。

*39 Windowsのシステムからは、容量が約２３３GBと認識されます。
*40 Windowsのシステムからは、容量が約１４９GBと認識されます。
*41 Windowsのシステムからは、容量が約１１２GBと認識されます。
*42 Windowsのシステムからは、容量が約７５GBと認識されます。
*43 Windowsのシステムからは、容量が約５６GBと認識されます。
*44 コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない場合があります。
*45 任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合、CD-ROMは選択できません。

*46
ZoneCLV記録方式を採用しています。内周部と外周部で書き込み速度を切り替え、安定した高速書き込みを実現します。また、記録メディア毎に 適な書き込
み速度を自動制御する、ディスクエラー低減機能もサポートしています。なお、ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。



*47
映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVD-Videoの再生は行えません。
再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM(96KHz/24bit)で記録されている20KHz以上の音声信号は再
生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧く
ださい。

*48 記録メディア毎に 適な書き込み速度を自動制御する、ディスクエラー低減機能もサポートしています。なお、ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想
時間と異なる場合があります。

*49
カートリッジは使用できません。DVD-RAMメディアをご利用になる場合はカートリッジなし、もしくはメディア取出し可能なカートリッジ（メ
ディアを取出して利用）をご利用ください。

*50
CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要
です。

*51 DVD-Rは、DVD for General Ver.2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*52 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*53 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。
*54 片面2.6GBのDVD-RAMの書き換えはサポートしておりません。

*55
通信速度：最大11Mbps(IEEE802.11b規格による速度(理論値)であり実効速度とは異なります)。通信距離：屋内見通し70m(ワイヤレスLANアクセス
ポイントと通信した場合の最大です。周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェアなどにより異なる場合があります)。

*56 USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0で動作するにはUSB 2.0対応の周辺機器が必要です。

*57 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。

*58 最大56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。

*59
本体側のマイク入力端子とライン出力端子に接続します。ライン出力端子の使用は、任意選択オプションの外付けスピーカまたは液晶ディスプレ
イに添付のAudioケーブルと排他になります。

*60 任意選択オプションの液晶ディスプレイの上にUSBカメラを設置することはできません。

*61 ディスプレイなし、または15型TFTLCD、CRTモニタを選択した場合において、本体から音をだすにはスピーカが必要です。

*62
任意選択オプションの17型TFT液晶ディスプレイには、液晶ディスプレイ側にスピーカ（ステレオ）が内蔵されています。17型液晶ディスプレイを選択しスピーカを
選択された場合、液晶ディスプレイ内蔵スピーカ用Audioケーブルもしくは外付けスピーカのどちらか一方を本体に接続することができます。

*63 PS/2小型キーボードにあるマウス専用ポートに接続します。

*64 任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合のインターフェースです。


