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報道関係者各位 
 
 

2022 年 1 月 13 日 
VAIO 株式会社 

 
フラッグシップモバイル PC「VAIO Z」の機能・性能を向上した新モデルを発表 

これからの時代の使い方にフィットする VAIO 独自機能にも対応 
 
 

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、
フラッグシップモバイル PC「VAIO® Z」において、機能・性能を向上した新モデルを発
表いたしました。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
グ機能などの VAIO 独自の機能もご活用いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAIO Z は、世界初*1 の立体成型フルカーボンボディにより、1kg を切る驚くべき軽さ

（最軽量構成時）を実現したうえで、並外れたスピード、スタミナ、強靭さを併せ持つこ
とに成功した VAIO のフラッグシップモデルです。 
 
本モデルでは、最大 5.00GHz*2 駆動の高性能プロセッサー インテル® Core i7-11390H を

搭載し、シグネチャーブラック、隠し刻印といったプレミアムエディションでしか選
択できなかった仕様が選べるようになりました。 
 
引き続き、VAIO Z を通じ、現時点で創り得る最高のモバイル PC 体験を提供すること

により、ユーザーの唯一無二の挑戦を強力にサポートできるパートナーとなれるよう
努めてまいります。 
 

 
 
 
＜前モデル（2021 年 2 月発表）からの進化点まとめ＞  
 
１. 機能・性能がアップデート*し、より生産性の高いモバイル PC 体験を提供 
- 高性能プロセッサー インテル® Core i7-11390H を搭載  
- 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搭載 
- 最新 OS、Windows 11 をプリインストール   
 
２. プレミアムエディション限定だったカスタマイズが可能に 
- 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」 
- 立体成型フルカーボンボディの魅力を最大限引き出す「シグネチャーブラック」 
 
 
 
  

*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 最大周波数はインテル®ターボ・ブースト・テクノロジー3.0 利用時。 
 

14.0 型ワイド「VAIO® Z」 

 

*今回発表するモデルの基本的な構成は、2021 年 10 月発表の数量限定のプレミアムエディション「VAIO Z | 勝色特別仕
様」にて先んじて展開していたものです。 



2 
 

＜前モデル（2021 年 2 月発表）からの進化点（詳細）＞  
 
１. 機能・性能がアップデートし、より生産性の高いモバイル PC 体験を提供 
 
■高性能プロセッサー インテル® Core i7-11390H を搭載 

デスクトップ級のパフォーマンスを発揮する高性能プロセッサー インテル® Core i7-

11390H を搭載。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約束します。 
 
■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搭載 

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。 
 
■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しています。 
 
２. プレミアムエディション限定だったカスタマイズが可能に 
 
■隠し刻印キーボード 

VAIO PC のキーボードにおいて人気の高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」が選択可能です。本製品の隠し刻印は刻印を光らせることができ、薄暗
い会議室や飛行機の座席などでも迷わずタイピングできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■シグネチャーブラック 

筐体のカラーに通常の「ブラック」に加えて、「シグネチャーブラック」が選択可能で
す。VAIO Z 最大の特長である立体成型フルカーボンボディの魅力を見た目でも感じられる
よう、カーボン繊維の目をあえて表出させています。 

個体それぞれに異なる、カーボンならではのテクスチャーをお楽しみいただけます。 
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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 Z  ＜14.0 型ワイド 個人向けモデル＞ 
 
 
 
 
 
 
 
*1 :お客様がメモリー、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 :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。 
  

＜新製品ページ＞ 
 

「VAIO Z」https://store.vaio.com/shop/pages/z142g.aspx 
 
＜キャンペーン情報＞  
 
VAIO ストア（ https://store.vaio.com/shop/ )で新規会員登録いただいた方を対象に、PC 購入
時に使用できる最大 25,000 円分の「VAIO ストア限定クーポン」をプレゼントいたしま
す。詳細は下記 URL をご参照ください。 

https://store.vaio.com/shop/customer/agree.aspx 
 

 
＜参考：数量限定の勝色特別仕様モデルも発売中＞  

設立 7 周年を記念して数量限定で VAIO のコーポレートカラーである深く濃い藍色「勝色
（かちいろ）」をボディの全面に採用した「VAIO Z | 勝色特別仕様」も発売中です。 

特長詳細は下記 URL をご覧ください。 

https://store.vaio.com/shop/pages/kachiiro_z142g.aspx 
 
■繊維目が浮き上がる特別な勝色塗装に黄金色のロゴプレートとオーナメント 
 
①フルカーボンボディへの勝色塗装 
 
UD カーボン独特の繊維目の美しさを最大限に引き出せるよう、特別に調合した勝色透過
塗料を用いています。さらに塗装の上には光沢 UV コーティングを行うことで、高級感の
ある艶感を出しながら、傷の付きにくい仕上げを施しました。 

 

②黄金色のロゴプレートとオーナメント 
 
勝色の美しさを際立たせるカラーとして、上品で雅やかなきらめきをたたえた黄金色（こ
がねいろ）のロゴプレートとオーナメントをあしらいました。 
 
■勝色専用クリーニングクロスが付属し、勝色に染め上げた化粧箱でお届け 

勝色に染め上げた専用クリーニングクロスが付属し、勝色の化粧箱でお届けします。パッ
ケージや付属品も勝色仕様をお楽しみにいただけます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真左）光沢 UV コーティングの様子（写真は 2019 年発売の VAIO SX14 | 勝色特別仕様の際のもの） 
写真中央）黄金色のロゴとオーナメント。VAIO Z のデザインのアクセントでもあるオーナメントはボディ背面隅の金属部分。 
写真右）勝色に染め上げられた化粧箱 
 

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO® Z VJZ142シリーズ 受注開始日：2022年1月13日10時
最速お届け日：2022年1月21日

オープン価格
（想定価格*2：税込 299,200円～）

VAIO® Z
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJZ142シリーズ 受注開始日：2022年1月13日10時
最速お届け日：2022年1月21日

VAIOストア最小構成価格：
税込 311,080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/

* キャンペーンは予告なく終了または変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 
 

 

https://store.vaio.com/shop/
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＜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、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（最軽量構成時） 
 
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、最軽量構成時約 982g*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 でありながら、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*3 という 

スタミナ駆動を実現し、VAIO 史上最長の最大約 18 時間*4 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 
 
63 度とマイナス 21 度の環境に耐える実証など、アメリカ国防総省制定 MIL 規格（MIL-STD-

810H）*5 にも準拠する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。天面・
裏面の計２面の落下試験では、同規格（MIL-STD-810H Logistic Transit Drop Test）を超える
127cm からの落下試験に耐える強度を実現。安心してあらゆる場所への移動に携帯できま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*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 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。 
*4 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。 
*5 MIL 規格(MIL-STD-810H)に基づいて、一部 VAIO 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/quality/qualitytest_z141/  

https://vaio.com/quality/qualitytest_z141/
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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っています。 
 

VAIO 株式会社コーポレートサイト：https://vaio.com/  

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/ 
 
 

 
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。

 

  VAIO 株式会社とは  

  本件お問い合わせ先   

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

