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報道関係者各位 
 
 

2021 年 3 月 30 日 
VAIO 株式会社 

 
 

伊勢丹新宿店 メンズ館 1 階に「VAIO Z」を展示、台数限定で販売 

伊勢丹メンズ館専用モデル「イセタンセレクション」を含めて 3 モデルを展開 
 
 

VAIO 株式会社（本社：長野県安曇野市 代表取締役社長：山本 知弘 以下 VAIO）
は、2021 年 3 月 31 日（水）～4 月 20 日（火）に伊勢丹新宿店 メンズ館 1 階にてモ
バイル PC のグローバルフラッグシップモデル「VAIO® Z」（2021 年 2 月発表）を展示
し、同店専用の製品仕様構成となる「イセタンセレクション」を含む 3 モデルを台数
限定で販売します。 
 

VAIO Z は立体成型フルカーボンボディの量産化に世界で初めて*成功し、1kg を切る
軽量ボディで並外れたスピード、スタミナ、強靭さを実現するモバイル PC です。伊勢
丹新宿店メンズ館では、新しい社会様式への変化を受けて、デジタルに関連するグッ
ズ展開を強化しており、この方針に沿ったお客様へのご提案の 1 つとして、モバイル
PC を通じた体験を一新することを目指す VAIO Z の展示・販売が決定いたしました。 
 

展示においては製品自体を手に取ってご覧いただき、機能・性能・軽量さを体感い
ただけることに加え、VAIO Z の造形が生み出される過程をお見せするなど、製品にこ
められたさまざまな技術やこだわりをご紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＜展示概要＞  
 
展示場所： 伊勢丹新宿店 メンズ館 1 階 メンズアクセサリー 

（住所：東京都新宿区新宿 3-14−1） 
展示期間： 2021 年 3 月 31 日（水）～4 月 20 日（火） 
展示製品： 「VAIO Z」「VAIO Z | SIGNATURE EDITION」 
 
 

展示イメージ（展示内容は変更になる可能性があります。） 
 

* ノート PC 筐体を構成する全ての面で、立体成型を行ったカーボン連続繊維素材を使用することにおいて。2021 年 1 月
6 日時点 ステラアソシエ調べ。 

* 販売するモデルごとの詳細は「販売概要」をご覧ください。 
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＜販売概要＞  
 
購入方法： ① 伊勢丹新宿店 メンズ館 1 階 レザーグッズ POP UP スペース 
  ② MITSUKOSHI ISETAN ONLINE STORE よりお問合せ 

https://www.mistore.jp/shopping/men 

販売期間： 2021 年 3 月 31 日（水）10:00 ～4 月 20 日（火）* 
 
 

販売するモデルの仕様と価格： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イセタンセレクションについて 
 
今回、販売する 3 モデルのうち、VAIO Z（型名：VJZ14180311B）は伊勢丹メンズ館専
用モデル「イセタンセレクション」です。通常はプレミアムエディション「VAIO Z | 
SIGNATURE EDITION」でしか選択できない、黒色キートップに黒文字で刻印を施した
「隠し刻印キーボード」を搭載し、機能美の追求を経て洗練されたデザインを存分に
堪能いただけます。 

また、十分な機能・性能を発揮しながら、VAIO Z シリーズの中でも、最軽量かつ最
長のバッテリー駆動時間を実現する仕様構成により、新しい生活様式や価値観にも対
応できる新たなモバイル PC 体験をご提案します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
＜参考：その他製品や展示に関する URL 一覧＞  
 
「VAIO Z」特長ページ：   
https://vaio.com/products/z141/ 
 

「VAIO Z | SIGNATURE EDITION」特長ページ：  
https://vaio.com/products/signature_z141/   

* 台数限定のため、なくなり次第販売終了いたします。 

* 「イセタンセレクション」に該当するモデル 
** 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。 

限りなくシンプルでありながら、バックライトで刻印が光り、暗い会議室でも迷わずタイピングが可能です。 

製品名 VAIO Z *

型名 VJZ14180311B VJZ14180111X VJZ14180211B
カラー ブラック シグネチャーブラック ブラック

プロセッサー インテル® Core™ i5-11300H
プロセッサー

メインメモリー 16GB 32GB 32GB

ディスプレイ Full HD 1920×1080 Ultra HD(4K) 3840×2160 Full HD 1920×1080

ストレージ
第四世代 ハイスピード SSD

(NVMe) 256GB
LTE通信
モジュール（5G） 非搭載 搭載 非搭載

指紋・顔認証

キーボード 日本語配列（かな文字なし）

市場想定価格 オープン価格
（想定価格**：税込 319,000円）

オープン価格
（想定価格**：税込 511,500円）

オープン価格
（想定価格**：税込 440,000円）

インテル® Core™ i7-11375H
プロセッサー

搭載

日本語配列（隠し刻印、かな文字なし）

VAIO Z | SIGNATURE EDITION

第四世代 ハイスピード SSD
(NVMe) 512GB

https://vaio.com/products/signature_z141/
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「VAIO Z スペシャルサイト」：   
https://vaio.com/products/Z141special/ 
 
2021 年 2 月 18 日発表 「VAIO Z」プレスリリース ： 
https://news.vaio.com/z_210218/ 
 
「大型量販店 VAIO Z 展示店一覧」（「店舗情報」ページの下部）：   
https://vaio.com/store/locator.html 
 
【本モデルも対象】「新生活応援キャッシュバックキャンペーン」詳細： 
https://vaio.com/campaign/2021spring/ 
 
 

＜参考：VAIO Z とは＞  
 
VAIO Z は、立体成型フルカーボンボディの量産化に世界で初めて*1 成功したことで、
並外れたスピード、スタミナ、強靭さを持ちながら、1kg を切る軽量ボディを実現す
るモバイル PC で、2021 年 2 月 18 日に発表された VAIO のグローバルフラッグシップ
モデルです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
ポイント① 1kg を切る軽量ボディ 
 
軽くて丈夫であるものの、これまで量産加工の困難だったカーボンファイバーを立体
成型して PC のボディ全面で使用することに挑戦し、1kg を切る軽量（最軽量 958g*2）
を実現。 
 
ポイント② 並外れたスピード 
 
1kg を切るモバイル PC の中で唯一*3 となるデスクトップ級の高性能プロセッサー、従
来機種以上の読み書き速度を誇る超高速ストレージの搭載により、これまでを大幅に
上回るスピードを実現。PC が作業を終えるのを待って、時間を浪費せずに最高のパフ
ォーマンスを発揮できます。 
 
ポイント③ 並外れたスタミナ 
 
高容量で薄型軽量な新開発・専用設計バッテリーによって、最大約 34 時間*4 という 
スタミナ駆動を実現し、VAIO 史上最長の最大 18 時間*5 の連続動画再生を実現してい
ます。電池残量に気を取られることなく、作業に集中できます。 
 
ポイント④ 並外れた強靭さ 
 
一般的なスタンディングデスクの高さを超える 127cm からの落下試験に耐える強度を
実現。その他にも 63 度とマイナス 21 度の環境に耐える実証*6 など、品質試験をいく
つも実施してその強靭さを証明しています。安心してあらゆる場所への移動に携帯で
きます。 
 
 
 
 
  

14.0 型ワイド 
 
「VAIO® Z」 
 
「VAIO® Z | SIGNATURE EDITION」 
（プレミアムエディション） 
 

*1 ノート PC 筐体を構成する全ての面で、立体成型を行ったカーボン連続繊維素材を使用することにおいて。2021 年
1 月 6 日時点 ステラアソシエ調べ。  

*2 最軽量構成時  
*3 インテル® H シリーズプロセッサー採用モバイル PC で世界最軽量。最軽量構成時、本体質量 約 958g 。2021 年 1

月 6 日時点 ステラアソシエ調べ。  
*4 JEITA 測定法 2.0 の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なり、駆動時間は使用状況および設定等により変動しま

す。VAIO 調べ。 
*5 JEITA 測定法 2.0 同等条件で動画サイズ 1920×1080 ピクセル、映像ビットレート 10Mbps、フレームレート 29.97fps

の動画を全画面で再生した場合の連続駆動時間。VAIO 調べ。 
*6 当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため

実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではあ
りません。 

 
 

https://vaio.com/products/Z141special/
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  VAIO のブランドミッション について   
 
VAIO は、2020 年 11 月にブランドミッション「挑戦に火をともそう。デザインと技術で世
界中のイノベーションを加速する」を発表しました。VAIO の 20 年以上の歴史の中で常に
そうであったように、その「挑戦」を持って評価されたいと思っています。この「挑戦に
火をともそう。」は、我々自身に向けた改めての鼓舞であり、また一方で VAIO のお客様
をはじめとするステークホルダーのみなさまの挑戦に火をともせる存在、ひいては、世界
中のイノベーションの加速に寄与できる存在でありたいという思いでもあります。 

ブランドミッションを象徴する新たな取り組みを現在進行形で進めています。 
 
※ブランドミッション発表時のプレスリリースは下記をご覧ください。

https://news.vaio.com/brandmission_201104/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  VAIO 株式会社とは   
 
VAIO 株式会社は、ソニー株式会社から PC 事業を継承し、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 および関連製品・サービスの企画・開
発・製造・販売・サポートを一貫して行うと同時にロボット、ドローン、IoT デバイスな
どに関わる先端的な製品・サービス、ソリューションの提供を行っています。 
 

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： 

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-5-14 赤坂ヒルサイドハウス II  2 階 D 

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。
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