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報道関係者各位 
 
 

2022 年 2 月 1 日 
VAIO 株式会社 

 
「VAIO 新生活応援キャッシュバックキャンペーン」を個人のお客様向けに開始 

対象の VAIO PC 購入で最大 1.5 万円をキャッシュバック 
 
 

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、対象の VAIO® PC を購入・
お申込みいただいた個人のお客様に
もれなく 1 万円（学生の方にはさら
に 5,000 円）をキャッシュバックす
る「VAIO 新生活応援キャッシュバッ
クキャンペーン」を 2022 年 2 月 1
日より開始いたします。 

また、キャンペーン開始にあわせて、新大学生・新社会人の方を対象に新生活での
PC の選び方や必要な機能などをご紹介するコンテンツを VAIO コーポレートサイトに公
開いたしました。 

キャンペーン対象製品である VAIO® SX12・VAIO® SX14 には、高い性能を発揮する第 
11 世代インテル® Core™ プロセッサー、カメラ・マイク・スピーカー、 AI の力でマイ
ク音声をくっきりクリアにする「AI ノイズキャンセリング機能*」を搭載しており、こ
れらを活用 することにより、昨今当たり前となったオンライン授業・会議へ円滑にご
参加いただけます。このように役立つ機能・性能を十分に備える VAIO PC と同キャン
ペーンを通じ、新生活を迎えるお客様を強力にサポートしてまいります。 

 
 

 
＜キャンペーン概要＞  
 
名  称： VAIO 新生活応援キャッシュバックキャンペーン 

購入期間： 2022 年 2 月 1 日（火）～5 月 25 日（水） 

応募期間： 2022 年 2 月 1 日（火）～6 月 30 日（木） 

対象製品： VAIO® Z   （2021 年 2 月発表／VJZ141 シリーズ以降） 

VAIO® SX12 （2021 年 10 月発表／VJS124 シリーズ以降） 

VAIO® SX14 （2021 年 10 月発表／VJS144 シリーズ以降） 

VAIO® S15  （2019 年 11 月発表／VJS154 シリーズ以降） 

特典内容： もれなく 10,000 円キャッシュバック 

学生の方はさらに「学割」5,000 円適用で計 15,000 円キャッシュバック 

詳細 URL：  https://vaio.com/campaign/2022spring/ 
  対象店舗： ソニー公式オンラインストア、VAIO ストア、 

全国の家電量販店等 VAIO 製品取扱店* 
 
その他キャンペーンに関する詳細や注意事項等につきましては、上記詳細 URL をご参照

ください。 
 
  *ソニー公式オンラインストア（ソニーマーケティング株式会社取扱）：https://www.sony.jp/vaio-v/ 

 VAIO 公式オンラインストア（VAIO 株式会社取扱い）：https://store.vaio.com/shop/ 
大型量販店 VAIO 展示・取扱店一覧：https://vaio.com/store/locator.html 
VAIO 株式会社楽天市場店、Amazon VAIO ストアは対象外です。 
 
 
 
 

 

*内蔵オーディオ機器(ステレオマイク、ステレオスピーカー)およびステレオミニ端子での音声入出力に対応します。USB、
HDMI、Bluetooth などで接続する外付けオーディオ機器では使用できない場合があります。 

https://vaio.com/campaign/2022spring/
https://www.sony.jp/vaio-v/
https://store.vaio.com/shop/
https://vaio.com/store/locator.html
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＜参考：はじめてのノート PC の選び方＞  
 

VAIO はコーポレートサイトに「はじめてのノー
ト PC の選び方」を公開しました。 

その一部をご紹介します。詳細は下記 URL をご
覧ください。 
https://vaio.com/magazine/media/gakumado/ 

 
 
 
１. 自分が気に入ったデザインを選ぶ 
 
新生活で購入した PC は長く自分のそばにおいて使う
可能性が高く、使いやすく気に入ったデザインやカラ
ーのものを選ぶことをおすすめします。 

たとえば、VAIO SX12 ならカラーはファインブラッ
ク、アーバンブロンズ、ファインホワイト、ブライト
シルバー、ローズゴールドの全 5 色からお選びいただ
けます。 
 
２. 持ち運びがしやすい 
 
学校や会社において PC をもって移動する機会は多くあります。さまざまなシーンに手軽
に持っていける軽くてコンパクトなサイズ感やバッテリーの持ちなどは PC 選びにおいて
とても重要です。 

VAIO SX12、VAIO SX14、VAIO Z は約 1kg のコンパクトボディで最大約 30 時間*のロングバ
ッテリーを搭載しています。 

 

 

３. オンライン授業＆会議で使いやすい 
 
今ではオンライン授業やオンライン会議が当たり前。スムーズに参加できる機能（カメ
ラやスピーカーなど）や性能（十分な PC の処理速度）を搭載しているか、購入時に確認
しておく必要があります。 

今回のキャッシュバック対象となるすべての PC に細部までこだわったマイク・スピ
ーカー・カメラを内蔵しています。特に VAIO SX12・VAIO  SX14・VAIO Z は第 11 世
代インテル Core プロセッサーを搭載しているので、円滑にオンライン授業・会議に
参加することが可能です。 
 
４. プライベートでも使える 
 
サークル活動等で簡単な動画編集をしたり、テレビ代わりに PC を使って映画を楽しんだ
りといったプライベートでの PC の利用シーンも新生活で広がります。 

VAIO PC なら動画編集なども問題なくできる構成を選択可能です。さらに、VAIO S15 な
ら 15.6 型ワイドの 4K 大画面で DVD を楽しんでいただけます。 
 
＜参考：販路別キャンペーン情報＞  
 
各販路において独自のキャンペーンも実施しております。下記 URL よりご参照ください。 

VAIO 公式オンラインストア   https://store.vaio.com/shop/ 

ソニー公式オンラインストア  https://www.sony.jp/vaio-v/ 

  

VAIO SX12 のカラーバリエーション 

* 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。 

 
 
 

 

https://store.vaio.com/shop/
https://www.sony.jp/vaio-v/
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＜参考：キャンペーン対象 PC の特長ページ＞  
 
本キャンペーンにおいて対象となる主な製品の特長詳細は下記よりご覧いただけます。 

VAIO Z   https://store.vaio.com/shop/pages/z142g.aspx 

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

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

VAIO S15  https://store.vaio.com/shop/pages/s154g.aspx 
 
 

  
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 オンラインストア：https://store.vaio.com/shop/ 

VAIO 株式会社 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/vaio-store/ 

Amazon VAIO ストア：
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2UZBQN9MEY2MZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528 

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://store.vaio.com/shop/pages/z142g.aspx
https://store.vaio.com/shop/pages/sx124g.aspx
https://store.vaio.com/shop/pages/sx144g.aspx
https://store.vaio.com/shop/pages/s154g.aspx
https://workit.vaio.com/
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