
1 
 

報道関係者各位 
 
 

2021 年 10 月 13 日 
VAIO 株式会社 

 
個人向けモバイル PC「VAIO SX12」「VAIO SX14」がより強く美しい新デザインに 

1kg を切る重量*1 で連続約 30 時間*2 駆動・127cm 落下試験クリアなど飛躍的な進化 
 
 

VAIO 株式会社（本社：長野県安曇野市 代表取締役社長：山野 正樹 以下 VAIO）
は、個人向けモバイル PC のメインストリームライン「VAIO® SX12」「VAIO® SX14」に
おいて、筐体デザインを一新し、より強く美しく進化を遂げた新モデルを発売いたし
ます。また、設立 7 周年を記念し、数量限定の勝色特別仕様モデルも販売します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
フラッグシップモデルである VAIO® Z で培った機能とデザインを継承し、サイズ・重

量・堅牢性はそのままに、前モデルから飛躍的に機能・性能を向上させています。 
 
新たに採用した立体成型カーボン天板は、127cm 落下試験をもクリアする堅牢性と

洗練された VAIO らしいデザインの象徴です。この美しいデザインと豊富なカラーバリ
エーションは使う人のインスピレーションを刺激します。加えて、連続約 30 時間*2

駆動のスタミナ バッテリーや、騒音などの環境ノイズだけを除去する AI ノイズキャ
ンセリング機能、タッチパネルディスプレイ（VAIO SX14 のみ選択可）等の飛躍的に進化し
た新機能が、ユーザーを場所と時間の制約から解き放ち、昨今急激に多様化するライ
フスタイルをサポートします。 
 

2021 年既に発表している VAIO Z、VAIO FL15 に加え、本モデルをもって個人向け
VAIO PC の新たなラインアップが出揃いました。今後もより多くのお客様のニーズに柔
軟に対応し、一歩先の使い方をご提案できるよう努めてまいります。 
 
＜新モデルの主な進化点まとめ＞  
 
１. 強く美しい新デザインが実現するスタミナとスピード 

-堅牢＆軽量ボディを支える新開発の立体成型カーボン天板     
-インスピレーションを刺激する豊富なカラーバリエーション  
-連続約 30 時間*2 駆動のスタミナバッテリー  
-第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載 他 
 
２. 場所も時間も自由自在。これからの時代の使い方にフィットするさまざまな機能  

- AI ノイズキャンセリング機能、VAIO User Sensing™ などの VAIO 独自機能  
-タッチ対応のディスプレイや細部まで作りこまれたキーボード  
- Thunderbolt™ 4 接続対応の USB Type-C™端子等の便利なインターフェース対応  
- 最新 OS、Windows 11 をプリインストール 他 
 
 *1 質量は構成によって異なります。 

*2 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ます。駆動時間は使用状況及び設定等により変動します。 
 
 

12.5 型ワイド「VAIO® SX12」 
14.0 型ワイド「VAIO® SX14」 

 

12.5 型ワイド「VAIO® SX12 | 勝色特別仕様」 
14.0 型ワイド「VAIO® SX14 | 勝色特別仕様」 
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＜新モデルの主な進化点（詳細）＞  

１.強く美しい新デザインが実現する圧倒的なスタミナとスピード 
 
■堅牢＆軽量ボディを支える新開発の立体成型カーボン天板 
 
前モデルで薄型軽量化と強度の両立に貢献していたカーボンウォール天板は VAIO Z のノウ
ハウを活かしてさらに進化。ディスプレイ両側面までカーボン素材で覆うことで、高い剛
性と最軽量構成時、1kg を切る軽さを実現しています。 

VAIO 独自の、さまざまな利用シーンを想定した数十項目におよぶ品質試験に加え、アメリ
カ国防総省制定 MIL 規格（MIL-STD-810H）*に準拠した品質試験や同規格（MIL-STD-810H 

Logistic Transit Drop Test）の基準を上回る 127cm 落下試験もクリアし、そのタフさを証明し
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■自分らしい色を選べる、豊富なカラーリング 
 
前モデルより輝度を向上した洗練されたカラーリングを下
記のとおりご用意しています。 
 
・ファインホワイト ・アーバンブロンズ  

・ブライトシルバー ・ファインブラック 

・ローズゴールド（VAIO SX12 のみ） 
 
 
■電源確保を気にせずどこでも安心して使える連続約 30 時間*駆動 
 
新開発の高容量バッテリーと低消費電力ディスプレイパネルにより最大約 30 時間*もの長
時間駆動を実現しました。電源確保が難しいシチュエーションでも安心して使えます。 

業界最小クラスの USB PowerDelivery 対応 AC アダプターを採用しているので、いざ持ち
歩く際にもかさばりません。 
 
 
 
■ハイパフォーマンスな最新世代プロセッサーを搭載等によりあらゆることが高速に 
 
最大 4 コア/8 スレッド駆動という卓越したハイパフォー
マンスに加え、グラフィック性能も大幅に進化させた第
11 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載。 

第四世代ハイスピード SSD(PCIe Gen.4)も選択可能とな
り、日常的なさまざまな作業の処理速度が飛躍的に向上
しています。 

  

VAIO SX12 のカラーバリエーション 

前モデル：カーボンウォール天板 新モデル：立体成型カーボン 機能と美しさが一体となった新デザイン 

* MIL 規格(MIL-STD-810H)に基づいて、一部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。 

CPU・GPU パワーの前モデルからの比較* 

* VAIO 株式会社調べ。試作機における測定結果です。ご使用の環境やスペック構成により、結果が異なる場合があります。 
Core i7-1195G7 選択時。CPU：MAXON Cinebench Version23.200(Multi Core) / GPU：MAXON Cinebench Version15.038(OpenGL) 
 

*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ます。駆動時間は使用状況及び設定等により変動します。 
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２. 場所も時間も自由自在。これからの時代の使い方にフィットするさまざまな機能 
 
■AI ノイズキャンセリング機能初搭載。オンラインでのお互いの声がよりクリアに。 
 
AI の力で騒音などの環境ノイズだけを除去する AI ノイズキャンセリング機能は在宅時のさ
まざまな生活音や屋外での雑音もカットします。マイクの集音性能を向上したステレオア
レイマイク、VAIO が独自に最適化を施した Dolby Atmos®や本体前面に配置された大口径ス
テレオスピーカーにより、オンラインでも距離を感じることなくクリアな音声で会話でき
ます。 
 
■キーボードもディスプレイも、妥協なく快適な使い心地を実現 
 
①キーボード 
キーピッチはフルピッチ（約 19mm）、キーストロークもより深い約 1.5mm となり、キー
トップには指先にフィットするディッシュ（皿）形状を採用するなど、心地よい打鍵感を
追求しました。 

また、かな文字あり・なし 2 種類の日本語配列、英語配列から選択可能で、プレミアムエ
ディションではさらに、黒色キートップに黒文字で刻印を施した「隠し刻印」を選ぶこと
ができ、ユーザーのお好みに応じて柔軟にカスタマイズすることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②ディスプレイ 
180 度開く大画面を搭載し、VAIO SX14 では直感的に操作しやすいタッチパネルディスプ
レイや迫力ある映像を楽しめる「4K HDR」ディスプレイが選択可能です。 

尚、タッチパネルディスプレイに使える専用のペン*も一緒にご購入いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■顔と指紋のダブル生体認証を活かした VAIO User Sensing™で手間なく安全を確保 
 
新搭載された人感センサーに、前モデルから搭載する指紋・顔の 2 つの生体認証を 

組み合わせることで、ユーザーを煩わせることなく強固なセキュリティーを実現します。 
 
・着席オートログオン： PC の前に座るだけで、復帰・ログオンし使用可能な状態へ。 

・離席オートロック：  PC の前から離れると、PC を自動でロック状態に。 

・在席ノーロック：  PC の前に居るときは、一定時間操作がなくても、スリープやス
クリーンセーバーへの移行をストップ。 

・ワンアクションログオン：  電源ボタン一体型指紋センサーを搭載。電源ボタンを押すと同時
に指紋認証が行われ、パスワードを入力することなくログオンで
きます。 

*デジタイザースタイラスペン（VJ8STD4）。PC 購入時に選択可能。単体でも販売。 
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■いろいろな周辺機器に直接接続可能 
 
利用頻度の高いインターフェースを搭載。定番 USB

端子（Standard-A 端子）を左右に 1 つずつ搭載する
ほか、2 系統の USB Type-C™端子、HDMI 端子、そし
て有線 LAN 端子も備えています。 
2 基の USB Type-C™端子は、最大 40Gbps の転送速
度を誇る USB4™および Thunderbolt™ 4 接続に対
応。外付けストレージなど、さまざまな周辺機器と
超高速にデータ通信が行えます。 
 
■最新 OS、Windows 11 をプリインストール 

Web＆モバイルフレンドリーかつセキュリティーにも配慮した新世代 OS「Windows 11」
をプリインストール。加えて一部仕様にてインテルが定めるプレミアム・ノート PC の標
準規格「インテル® Evo™ プラットフォーム」に準拠*し、卓越したユーザー体験をご提供
します。 
 
 
 
＜プレミアムエディションの販売＞  
 
１. 「ALL BLACK EDITION」 
プレミアムエディションとして「黒」と「高性能」へのこだわりを追求し、高い人気を誇
る ALL BLACK EDITION を本シリーズでも発売します。 

天面にはカーボンファイバーのテクスチャーを楽しめる特殊なブラック塗装を施し、VAIO

ロゴも黒く染め上げました。新デザインの特長の 1 つであるヒンジ部背面のオーナメント
はガンメタリックに輝き、より一体感のあるシームレスな佇まいを演出します。プレミア
ムエディション限定の隠し刻印キーボードも選択可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２. 数量限定の「勝色特別仕様」 
VAIO のコーポレートカラーで、かつて縁起色として武具にも多く用いられていた深く濃い
藍色「勝色（かちいろ）」に本体を染め上げたプレミアムエディションを数量限定で販売い
たします。 

パームレストは強い輝き感を持つ高輝度アルミニウム素材を採用し、鮮やかで深みのある
勝色が表現され、新デザインを象徴する立体成型カーボン天板は独自に調色した勝色塗料
に限界レベルのパールパウダーを加えて塗装し、上質でマットな質感に仕上げられていま
す。プレミアムエディション限定の隠し刻印キーボードも選択可能です。勝色に染め上げ
た専用化粧箱でお届けします。 

 
 
 
 
 
 
 

* Core i5 以上のプロセッサー、256GB 以上のストレージ、Full HD(タッチパネル非対応)のディスプレイ、Windows Hello  
顔認証対応カメラ、バックライト搭載のキーボード選択時。 
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＜先行受注開始/発売開始日および市場想定価格＞ 
 

■VAIO SX12 ＜12.5 型ワイド 個人向けモデル＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

■VAIO SX12 | ALL BLACK EDITION ＜12.5 型ワイド 個人向けモデル＞ 
 
 
 
 
 
 
■VAIO SX12 | 勝色特別仕様 ＜12.5 型ワイド 個人向けモデル＞ 
 
 
 
 
 
 
■VAIO SX14 ＜14.0 型ワイド 個人向けモデル＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■VAIO SX14 | ALL BLACK EDITION ＜14.0 型ワイド 個人向けモデル＞ 
  
 
 
 
 
 

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO® SX12 | ALL BLACK EDITION VJS124シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

オープン価格
（想定価格*3：税込 242,000円～）

VAIO® SX12 | ALL BLACK EDITION
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJS124シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

VAIOストア最小構成価格：
税込 248,600円～

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/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO® SX14 | ALL BLACK EDITION VJS144シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

オープン価格
（想定価格*3：税込 242,000円～）

VAIO® SX14 | ALL BLACK EDITION
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJS144シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

VAIOストア最小構成価格：
税込 248,600円～

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）https://store.vaio.com/shop/

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO® SX12 | 勝色特別仕様 VJS124シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

オープン価格
（想定価格*3：税込 247,500円～）

VAIO® SX12 | 勝色特別仕様
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJS124シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

VAIOストア最小構成価格：
税込 254,100円～

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）https://store.vaio.com/shop/

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO® SX14 VJS144シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

オープン価格
（想定価格*3：税込 133,100円～）

VJS14490111B
(ファインブラック)

オープン価格
（想定価格*3：税込 269,800円～）

VJS14490211B
(ファインブラック)/
VJS14490311T
(アーバンブロンズ )/
VJS14490411W
(ファインホワイト)

オープン価格
（想定価格*3：税込 229,800円～）

VJS14490511W
(ファインホワイト)

オープン価格
（想定価格*3：税込 199,800円～）

VAIO® SX14
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJS144シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

VAIOストア最小構成価格：
税込 141,900円～

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

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/

個人向け標準仕様モデル*2（全国量販店で取扱）

VAIO® SX14 発売開始日：2021年10月22日

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO® SX12 VJS124シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

オープン価格
（想定価格*3：税込 133,100円～）

VJS12490111B
(ファインブラック) /
VJS12490211W
(ファインホワイト)

オープン価格
（想定価格*3：税込 269,800円～）

VJS12490311B
(ファインブラック) /
VJS12490411T
(アーバンブロンズ )/
VJS12490511P
(ローズゴールド )

オープン価格
（想定価格*3：税込 199,800円～）

VJS12490611S
(ブライトシルバー )

オープン価格
（想定価格*3：税込 179,800円～）

VAIO® SX12
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJS124シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

VAIOストア最小構成価格：
税込 141,900円～

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/

個人向け標準仕様モデル*2（全国量販店で取扱）

VAIO® SX12 発売開始日：2021年10月22日

個人向けカスタマイズモデル  *1(VAIO株式会社取扱）https://store.vaio.com/shop/
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■VAIO SX14 | 勝色特別仕様 ＜14.0 型ワイド 個人向けモデル＞ 
  
 
 
 
 
 
 
*1 :お客様がプロセッサー、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 :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。 
 
＜展示予定（VAIO 個人向けカスタマイズモデル）＞ 
 

2021 年 10 月 14 日（木）～ 
 

・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/ 
  

2021 年 10 月 22 日（金）～ 順次展示開始予定 
 

・大型家電量販店 VAIO 展示店（VAIO OWNER MADE） 
https://vaio.com/store/locator.html 
   

＜新製品ページ＞ 
 

「VAIO SX12」：   
https://store.vaio.com/shop/pages/sx124g.aspx 
 

「VAIO SX14」：   
https://store.vaio.com/shop/pages/sx144g.aspx 
 

「VAIO SX12 | ALL BLACK EDITION」「VAIO SX14 | ALL BLACK EDITION」  
https://store.vaio.com/shop/pages/allblack_sx1214-4g.aspx 
 
「VAIO SX12 | 勝色特別仕様」「VAIO SX14 | 勝色特別仕様」 
https://store.vaio.com/shop/pages/kachiiro_sx1214-4g.aspx 
 
＜参考：個人向け PC 新世代ラインアップ＞ 
 
2021 年既に発表している VAIO Z、VAIO FL15 に加え、本モデルをもって個人向け VAIO 
PC の新たなラインアップが出揃いました。 
  

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO® SX14 | 勝色特別仕様 VJS144シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

オープン価格
（想定価格*3：税込 247,500円～）

VAIO® SX14 | 勝色特別仕様
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJS144シリーズ 受注開始日：2021年10月13日13時
最速お届け日：2021年10月22日

VAIOストア最小構成価格：
税込 254,100円～

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）https://store.vaio.com/shop/

http://www.sony.jp/store/retail/
https://vaio.com/store/locator.html
https://store.vaio.com/shop/pages/sx144g.aspxhttps:/
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 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。

 

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

