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2019 年 7 月 16 日更新版 

報道関係者各位 
 

 
2019 年 7 月 9 日 

VAIO 株式会社 
 
 

VAIO 設立 5 周年を記念して「勝色特別仕様」の数量限定 2 モデルを発表  

カーボン素材・自然藍の色と質感を最大限引き出す日本のものづくりを象徴する一品 
 
 

VAIO 株式会社（本社：長野県安曇野市 代表取締役社長：吉田 秀俊 以下 VAIO）は、
2019 年 7 月に設立 5 周年を迎えたことを記念し、VAIO のものづくりを象徴する 2 モデ
ル「VAIO® SX12」「VAIO® SX14」（以下 SX12/SX14）において、コーポレートカラーであ
る勝色（かちいろ）に染め上げた「勝色特別仕様」を数量限定で発売いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今回の勝色特別仕様では、VAIO PC の薄さ・軽さ・堅牢性を追求する上で不可欠な素

材である“UD カーボン”自身が持つ独特の繊維目の美しさを最大限引き出す勝色の天
板や、自然藍を含んだ染料を用いたアルマイト染色ならではの 1 つ 1 つ色合いの異な
る一枚板の勝色フラットアルミパームレストなどが採用され、まさに VAIO のものづ
くり、日本のものづくりの象徴となる一品に仕上がっています。また、設立 5 周年記
念のアイテムとして、今回特別仕様となる SX12/SX14 専用に、自然藍で染め上げた
100%のヌメ革を使用する専用のレザーPC ケースも数量限定で同時発売いたします。 

VAIO のコーポレートカラーである深く濃い藍色「勝色」は藍を濃く染みこませるた
めに布を搗つ（叩く）ことが由来とされ、侍たちはこの色を「勝ち」につながる縁起
色として武具に多く用いたといいます。PC は現代のビジネスパーソンにとっては武具
に匹敵する道具であると VAIO は考えています。VAIO のものづくり力を凝縮したこの
特別仕様モデルは、そのようなビジネスの最前線でご活躍される皆様が最高のアウト
プットを発揮するための道具にしていただきたいという想いを込めて、開発されまし
た。 
 
＜「勝色特別仕様」の主な特長＞ 

１. 光を受けて浮かび上がる素材の表情。勝色カーボン天板 
 

SX12/SX14 では軽さと強靱さを両立させるため UD カ
ーボン天板を採用しています。勝色特別仕様では、特
別に調合した勝色透明塗料を使うことで、UD カーボ
ン素材自体が持つ独特の繊維の流れ目が、漆器を思わ
せる艶やかな仕上げの奥から浮かび上がります。  

VAIO 設立 5 周年を記念した数量限定モデル「VAIO® SX12 | 勝色特別仕様」／「VAIO® SX14 | 勝色特別仕様」 

勝色カーボン模式図 
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２. 二つとない勝色を味わう。自然藍を用いて染色されたアルミパームレスト 
 

キーボード面を凹凸のない一枚板で構成するフラット
アルミパームレストを、自然藍を含んだ染料を用いて
アルマイト染色しています。自然藍由来の多様な色素
と、アルミ表面のヘアラインが合わさり、一様ではな
い、偶然が生み出す、深い趣を与えています。 
染色に使われる自然藍は、長年に渡って藍染め文化を
育み、その技術の発展を先導してきた徳島県産の「阿
波藍」。これを大分県佐伯市の精密板金加工メーカ
ー・株式会社長尾製作所が編み出した独自の手法によ
って染色しています。 
 

 
  

３. 勝色を際立たせる上品な輝き。黄金色のロゴプレート・オーナメント 
 

勝色に染め上げられたボディに、古来より日本の武具を
はじめとする工芸品や美術品に用いられた黄金色（ こ
がねいろ）をロゴプレートとオーナメントにあしらいま
した。上品で雅やかな輝きが、深みのある藍の美しさを
より一層際立たせます。 
  

４. 勝色特別仕様のパッケージ・付属品 
 

①クリーニングクロス 
 

クリーニングに最適な素材として、先端テクノロジー
を駆使した日本製素材、東レ株式会社「ウルトラスエ
ード®」を採用しました。これを勝色に染め上げて同梱
します。 
 

②専用化粧箱 
 

開封する瞬間から勝色特別仕様のプレミアム感を体感
いただくため、勝色に染め上げた専用化粧箱でお届け
いたします。勝色の化粧箱天面には箔押しによる VAIO
ロゴを配置しています。 
  

５. アクセサリにも広がる勝色の世界観。勝色レザーPC ケース（別売） 
 

SX12/SX14 それぞれにのサイズに合わせ、自然藍で染め上げた 100%のヌメ革を使用
する専用のレザーPC ケースも数量限定で同時発売します。本来、革には定着しにくい
本藍染料を用いた深い色合いを国内老舗タンナーの独自技術により勝色レザーとして
実現しています。細かな仕込みをいれた立体縫製が国内の工房にて 1 点 1 点手仕上げ
されることで実現しています。内張には適度な摩擦を持たせ本体が抜け落ちにくい工
夫がなされています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

アルマイトイメージ図 
 

・購入にあたって色味を指定頂くことはできません。 
・色味を理由とした返品や交換はお受けできません 
・修理交換の際は色味が変わる可能性があります。 
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＜設立 5 周年。お客様への感謝と VAIO のものづくりへの思いを見つめ直す＞ 
 

VAIO は 2019 年 7 月に設立 5 年を迎えました。設立以来、貫いてきたものづくりへの
こだわりを改めて問い直し、また、5 年間支えてくださった皆様への感謝の気持ちを
込めて、今回の勝色特別仕様の発売に加え、下記のような様々な取り組みを実施いた
します。 
 

１.キャッシュバックキャンペーンの実施決定 
 

設立 5 周年を記念し、個人のお客様限定で「もれなく 10,000 円キャッシュバック」キ
ャンペーンを実施いたします。 
 

・対象機種：4 機種（VAIO SX12, VAIO SX14, VAIO A12, VAIO S15）*1 
・ご購入期間*2：2019 年 7 月 9 日（火）～2019 年 9 月 30 日（月） 
・ご応募期間：2019 年 7 月 9 日（火）～2019 年 10 月 31 日（木） 
・対象店舗：VAIO ストア、ソニーストア、全国の家電量販店等 VAIO 製品取扱店 

*1 勝色特別仕様モデルも対象機種に含まれます。 

*2 ご注文日が期間内であれば、お届け日が 9 月 30 日以後となってもお申込みいただけます。 
 

ご応募方法詳細等は下記キャンペーンサイトをご覧ください。 
https://vaio.com/campaign/2019summer 
 

２.特別コンテンツ他で VAIO のメッセージやものづくりへの思いを発信 
 

「VAIO 設立 5 周年 特別コンテンツ」としてステークホルダーの皆様へ向けたメッセ
ージと動画を 2019 年 7 月 1 日より発信しています。加えて、「安曇野 FINISH」をはじ
めとする VAIO でのものづくり全てに通底するこだわりをまとめたコンテンツ「VAIO
のものづくり、日本のものづくり。」も 2019 年 7 月 9 日よりご覧いただけます。 
 

①VAIO 設立 5 周年 特別コンテンツ「信じてくれる人と、VAIO」 
https://vaio.com/5th_anniversary/ 

 

 
 

②「VAIO のものづくり、日本のものづくり。」 
https://vaio.com/quality/japandesign/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜勝色特別仕様となる 2 モデルについて＞ 
 

VAIO SX12 は 2019 年 1 月、VAIO SX14 は今回の勝色
特別仕様モデルの発表と同日の 2019 年 7 月に発表
された VAIO のものづくりを象徴する製品です。詳
細は下記製品紹介ページをご参照ください。 
 

「VAIO SX12」：https://vaio.com/products/sx121/ 

「VAIO SX14」：https://vaio.com/products/sx141/ 
 
  

*関連プレスリリース：https://news.vaio.com/5thanniversary_190701/ 
Youtube（VAIO Official チャンネル）：https://youtu.be/5V3nDSt7TtQ 

 
 

https://vaio.com/campaign/2019summer
https://vaio.com/quality/japandesign/
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＜先行受注開始/発売開始日および市場想定価格＞ 

〇VAIO SX12 | 勝色特別仕様 ＜12.5 型ワイド 個人向けモデル＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇VAIO SX14 | 勝色特別仕様 ＜14 型ワイド 個人向けモデル＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇VAIO SX12 | 勝色特別仕様 ＜12.5 型ワイド 法人向けモデル＞ 
〇VAIO SX14 | 勝色特別仕様 ＜14 型ワイド 法人向けモデル＞ 
  
 
 
 
  
*1 :お客様が CPU、メモリー、ソフトウェアなどの組み合わせを変えることにより仕様を選択できるモデル。 
*2 :仕様は固定となりますが、ご購入後すぐお持ち帰りいただけるモデル。 
*3 :市場想定価格は、販売店より VAIO に開示された情報であり、最終的な価格は販売店が決定いたします。 
 

＜別売アクセサリ一覧と市場想定価格＞ 
 

VAIO SX12/VAIO Pro PJ 専用 勝色レザーPC ケース 市場想定価格 24,000 円＋税 
VAIO SX14/VAIO Pro PK 専用 勝色レザーPC ケース 市場想定価格 25,000 円＋税 
  

＜先行展示（VAIO 個人向けカスタマイズモデル）＞ 
 

2019 年 7 月 10 日（水）～ 
ソニーストア直営店舗（銀座／札幌／名古屋／大阪／福岡天神） 
https://www.sony.jp/store/retail/ 
       

＜新製品ページ＞ 
 

「VAIO SX12 | 勝色特別仕様」／「VAIO SX14 | 勝色特別仕様」：   
https://vaio.com/products/kachiiro/sx1214/ 
 

「勝色レザーPC ケース」：  
https://vaio.com/products/kachiiro/case/ 
   

＜新製品 公式画像について＞ 
下記 URL より PHOTO LIBRARY をご利用ください。 
https://vaio.com/press/ 
 
 
  
 

製品名 型名 受注開始/発売予定日 価格

VAIO® SX12 | 勝色特別仕様 VJS121シリーズ 受注開始日：2019年7月9日13時～
最速お届け日：2019年7月19日

オープン価格
（市場想定価格*3：221,800円＋税～）

VAIO® SX14 | 勝色特別仕様 VJS141シリーズ 受注開始日：2019年7月9日13時～
最速お届け日：2019年7月19日

オープン価格
（市場想定価格*3：221,800円＋税～）

法人向けカスタマイズモデル*1 (ソニーマーケティング株式会社取扱）https://www.sony.jp/vaio-biz/

*展示される PC は VAIO SX12 | 勝色特別仕様のみです。VAIO SX12/VAIO Pro PJ 専用 勝色レザーPC ケースも上記店舗にて
一緒にご覧いただけます。 

 
 

 
 

製品名 型名 受注開始/発売予定日 価格

VAIO® SX14 | 勝色特別仕様 VJS141シリーズ 受注開始日：2019年7月9日13時～
最速お届け日：2019年7月19日

オープン価格
（市場想定価格*3：216,800円＋税～）

VAIO® SX14 | 勝色特別仕様
VAIOオリジナルSIMバンドルパッケー
ジ  (LTE搭載、VAIO ストア パソコン3

年あんしんサポート、勝色レザーPC

ケース付属)

VJS141シリーズ 受注開始日：2019年7月9日13時～
最速お届け日：2019年7月19日 販売価格：264,800円＋税～

個人向けカスタマイズモデル *1(ソニーマーケティング株式会社取扱）https://www.sony.jp/vaio-v/

個人向けカスタマイズモデル *1(VAIO株式会社取扱）http://store.vaio.com/shop/

製品名 型名 受注開始/発売予定日 価格

VAIO® SX12 | 勝色特別仕様 VJS121シリーズ 受注開始日：2019年7月9日13時～
最速お届け日：2019年7月19日

オープン価格
（市場想定価格*3：216,800円＋税～）

VAIO® SX12 | 勝色特別仕様
VAIOオリジナルSIMバンドルパッケー
ジ (LTE搭載、VAIO ストア パソコン3

年あんしんサポート、勝色レザーPC

ケース付属)

VJS121シリーズ 受注開始日：2019年7月9日13時～
最速お届け日：2019年7月19日 販売価格：262,800円＋税～

個人向けカスタマイズモデル *1(ソニーマーケティング株式会社取扱）https://www.sony.jp/vaio-v/

個人向けカスタマイズモデル *1(VAIO株式会社取扱）http://store.vaio.com/shop/

http://www.sony.jp/store/retail/
https://vaio.com/products/kachiiro/sx1214/
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  VAIO 株式会社とは   

VAIO 株式会社は、VAIO ブランド PC 事業を基盤とする会社として、2014 年 7 月 1 日に設
立されました。長野県安曇野市に本社及び製造拠点を置き、PC 事業、受託事業（EMS 事
業）における企画、設計、開発、製造および販売と、それに付随するサービスを行ってい
ます。さらに 2017 年より第三のコア事業を『ソリューション事業』として展開中。 
 
VAIO 株式会社コーポレートサイト：https://vaio.com/top/ 

働き方情報支援サイト「Work × IT（ワーク・イット）」：https://workit.vaio.com/ 

VAIO 株式会社公式 Facebook：https://www.facebook.com/VAIO.corporation/ 

VAIO 株式会社公式 Twitter：https://twitter.com/PressVaio/ 
 
  本件お問い合わせ先   
VAIO 株式会社 

広報担当：沼尻 佳奈 

MAIL：press@vaio.com 携帯：080-3903-9653  

東京オフィス： 

〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-6 日立ソリューションズタワーB 14 階 

電話：03-6420-0960 (代表) / FAX：03-6420-0935          
以上 

 
※“VAIO”、 は VAIO 株式会社の登録商標です。 
※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

 

https://vaio.com/top/
https://workit.vaio.com/
https://www.facebook.com/VAIO.corporation/
https://twitter.com/PressVaio/
mailto:press@vaio.com

