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報道関係者各位 
 
 

2022 年 4 月 26 日 
VAIO 株式会社 

 
15.6 型ノート PC「VAIO S15」が圧倒的ハイパフォーマンスを実現する新モデルへ 

前機種比最大約 1.6 倍高速化*1 し、仕事もプライベートもやりたいことが何でも快適に 
 
 

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、ノート PC の常識を超えるハイパフォーマンスの 15.6 型 ワイドオー
ルインワンノート PC「VAIO® S15」の新モデルを発表いたします。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

「VAIO S15」は VAIO PC の中でも何でもできる 1 台がほしいという人のため
の、長くしっかり使える高品質かつ高性能なオールインワンノート PC としてご
好評いただいているシリーズで、新モデルにおいても同コンセプトを継承してい
ます。4K HDR 表示にも対応する大画面に、前機種比最大約 1.6 倍の高速化を実
現する最新の第 12 世代インテル® Core™ H シリーズ プロセッサー・最新規格
DDR5 のメインメモリー等を搭載することにより究極のハイパフォーマンスを実
現したうえで、コミュニケーションを快適にする複数の先進的な機能が新たに実
装されています。 

尚、『黒』と『高性能』へのこだわりを極めたスペシャルエディション「VAIO® 
S15 | ALL BLACK EDITION」を同時に販売します。同エディションは驚異的なパフ
ォーマンスを発揮する最上位の Core i9 プロセッサー*2 を搭載します。 

 
 
 
 
＜前モデル（2019 年 11 月発表）からの主な進化点 まとめ＞  

１. ノート PC の常識を超えるハイパフォーマンス 
- 最新の第 12 世代インテル Core プロセッサーにおいて幅広い選択肢をご提供 
-「ALL BLACK EDITION」だけのプレミアム Core i9 プロセッサー 
- 最大 2TB の第四世代 ハイスピード SSD を選択可能 
- メインメモリーは最新規格 DDR5 を採用 
 
２. コミュニケーションを快適にする数々の先進機能 
- 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 
- VAIO User Sensing® 搭載で手軽に強固なセキュリティー対策が可能 
- 低遅延・高速・大容量の通信を実現する最新規格「Wi-Fi 6E」VAIO 初対応 
- ビデオチャットがより快適になるさまざまなカメラ機能を新搭載  

15.6 型ワイド オールインワン 「VAIO® S15」（ブラック・シルバー・ホワイト） 
 

 

*1 新モデル「VAIO S15 | ALL BLACK EDITION」 (Core™ i9-12900HK)と同前モデル(Core™ i9-9980HK)との比較。
MAXON Cinebench Version23.200(Multi Core)、VAIO 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。 

* Wi-Fi 6E での接続には、Wi-Fi 6E に対応したルーターが必要です。Wi-Fi 6E の 6GHz 帯を使用するには、 
総務省による 6GHz 帯無線 LAN の認可後に VAIO から提供するアップデートプログラムを適用する必要があります。  

*2 第 12 世代インテル Core H シリーズ プロセッサーの中でも最上位グレードである「Core i9-12900HK」 
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＜前モデル（2019 年 11 月発表）からの進化点（詳細）＞  
 
※新製品の特長詳細は下記よりご覧ください。 
「VAIO S15」特長ページ：https://store.vaio.com/shop/pages/s155g.aspx 
 
１. ノート PC の常識を超えるハイパフォーマンス 
■最新の第 12 世代インテル Core プロセッサーにおいて幅広い選択肢をご提供 

ゲーミングやクリエーションなど高負荷作業ニーズを満たす、第 12 世代
インテル Core H シリーズ プロセッサーを搭載。ノート PC の多くで採用
されている U シリーズ プロセッサーと比較して、Core i7 で 1.6 倍*も高性
能です。また、利用シーンに応じて、よりリーズナブルなプロセッサーと
して、Core i3 も選択いただけます。 
 
 

 

第 12 世代インテル Core H シリーズ プロセッサーの特長 

①2 つの機能の異なる CPU コアにタスクを最適化 

高性能コアである Performance-core（P-core）と消費電力あたりの処理効率に優
れた高効率コアである Efficient-core（E-core）、2 つの異なる役割のコアを搭載し
ていることが特長です。高負荷作業が得意な P-core と、低負荷作業が得意な E-

core に、タスクを適切に振り分けることによって、各コアのパフォーマンスが最
適化され、たとえばゲームやクリエイティブな制作業務など負荷の高い作業をし
ている場合にも、他のアプリを動作させるための余力を E-core に残し、より快適
なユーザー体験を実現しています。 

②特にパフォーマンス重視な方向け：H シリーズ 

VAIO S15 はなかでもエンスージアスト（高性能
製品を求める方）向けの H シリーズを採用。最
大 6 つの P-core と 8 つの E-core による驚異的な
マルチスレッド・パフォーマンスを体感いただ
けます。 

 
 
 
■「ALL BLACK EDITION」だけのプレミアム Core i9 プロセッサー 

VAIO PC において、ALL BLACK EDITION とは『黒』と『高性能』へのこだわりを極め
たスペシャルエディションです。「VAIO S15 | ALL BLACK EDITION」にのみ、第 12 世
代インテル Core H シリーズ プロセッサーの中でも最上位グレードの「Core™ i9-

12900HK」を搭載しており、14 コア/20 スレッド、最大 5GHz という、前機種比最
大約 1.6 倍*に高速化した驚異的なパフォーマンスで動画編集やフォトレタッチなど
負荷のかかる作業をより快適にこなすことができます。 

天面、背面オーナメント、キーボード…どの角度からみても「オールブラック」の
美しいボディを専用の「オールブラック」の化粧箱に入れてお届けします。 

 

 

 

 

 

 
 

*Core i7-12700H[VAIO S15] と Core i7-1255U[一般的なノート PC]との比較 MAXON Cinebench Version23.200(Multi Core)、 
VAIO 調べ。最大パフォーマンスでご使用いただくには「VAIO の設定」、「CPU とファン設定」にて、「パフォーマン
ス優先」に設定する必要があります。ご使用の環境により結果が異なる場合があります。 

* 新モデル「VAIO S15 | ALL BLACK EDITION」 (Core™ i9-12900HK)と同前モデル(Core™ i9-9980HK)との比較。
MAXON Cinebench Version23.200(Multi Core)、VAIO 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。 
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■最大 2TB の第四世代 ハイスピード SSD を選択可能 

これまで以上の読み書き速度を誇る PCIe Gen.4 接続の「第四世代 

ハイスピード SSD」を採用。ファイルコピーやアプリケーション
起動など、日常的な作業をより快適にします。SSD に加えて大容
量 HDD を搭載するデュアルストレージ構成も可能です。 

 

 

■メインメモリーは最新規格 DDR5 を採用 

従来モデルと比べてデータ転送速度が約 80%向上*した最新世代の広帯域メモリー規
格 DDR5 を採用。最大 64GB まで搭載可能です。 

 

２. コミュニケーションを快適にする数々の先進機能 
 
■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 ノイズキャンセリング機能*1 が騒音などの環境ノイ
ズだけを除去します。ビームフォーミング技術と組み
合わせることで PC 正面の自分の声だけをクリアに届け
るプライベートモード*2、相手の声もクリアな音声で確
認できるスピーカー出力のノイズキャンセリング設定
も可能です。 
 
 
 
 
 
■VAIO User Sensing 搭載で手軽に強固なセキュリティー対策が可能 

2 つの生体認証方式（指紋・顔）と新搭載の人感センサーと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する「VAIO User 

Sensing」にも対応します。 

・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。 

 
■低遅延・高速・大容量の通信を実現する最新規格「Wi-Fi 6E*」初対応 

6GHz 帯の広域帯を利用する最新規格「Wi-Fi 6E」に VAIO PC として初対応し、低遅
延・高速・大容量の通信を実現。より高画質で安定した、ビデオチャットや 4K/8K

ストリーミング再生、オンライン上でのゲーム/VR 体験が可能です。 

 
 
 
■ビデオチャットがより快適になるさまざまなカメラ機能を新搭載 

ビデオチャットでのカメラ映りを最適化する機能が追加され、アプリごとの機能に
依存することなく、「VAIO の設定」から一貫した設定が可能です。 

・自動フレーミング：顔が最適な大きさで中央に位置するようにフレーミング。 

・背景ぼかし：背景をぼかしてプライバシーや機密を保護。 

・顔優先 AE 機能：自動的に露出を制御し、顔の明るさを調整。 

・ちらつき低減・逆光補正調節機能：蛍光灯や LED 電球のちらつき・逆光を自動調整。 

上図）第四世代 ハイスピード SSD (256GB)とスタンダード SSD(256GB)との比較。CrystalDiskMark8.0.4/シーケシ
ャルリード、VAIO 調べ。試作機における測定結果です。ご使用の環境により結果が異なる場合があります。 

*前モデル VAIO S15（VJS154 シリーズ）搭載の DDR4 メモリーとの比較。 

*1 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。 

*2 外付けマイク使用時、プライベートモードは動作しません。 

* Wi-Fi 6E での接続には、Wi-Fi 6E に対応したルーターが必要です。Wi-Fi 6E の 6GHz 帯を使用するには、 
総務省による 6GHz 帯無線 LAN の認可後に VAIO から提供するアップデートプログラムを適用する必要があり
ます。  



4 
 

＜その他製品の主な特長＞  
 
 

 

 

 

 

 

 

・タイピングしやすい角度・打鍵感を追求したテンキー付きのフルサイズキーボー
ド採用。 

・新旧規格のインターフェイスをフル装備。4K 出力対応の HDMI 端子、VGA 端子
（アナログ RGB 出力端子）、有線 LAN 端子のほか、USB Type-C® 端子、3 つの
USB Type-A 端子、SD メモリーカードスロットなどを搭載。USB Type-C® 端子は
Thunderbolt™ 4 対応、Power Delivery などの仕様に対応。 

・徹底した高品質設計。さまざまな利用シーンを想定した数十項目に及ぶ VAIO 独自
の品質試験を実施。 

・3 種類の本体カラー：ブラック・シルバー・ホワイト 

・15.6 型ワイドの大画面で 4K HDR ディスプレイが選択可能。 

・迫真の超高画質映像を体験できるブルーレイディスク™ ドライブを選択可能。 
 
＜先行受注開始/発売開始日および市場想定価格＞ 
 

■VAIO S15  ＜15.6 型ワイド 個人向けモデル＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■VAIO S15 | ALL BLACK EDITION ＜15.6 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 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。 
 
 
■販路ごとの詳細な販売情報は下記をご覧ください。 
 
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/ 

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO S15 VJS155シリーズ 受注開始日：2022年5月中旬以降
最速お届け日：2022年5月下旬以降

オープン価格
（想定価格*3：税込 159,800円～）

VJS15590111B
(ブラック)

VJS15590211W
(ホワイト)
VJS15590311B
(ブラック)
VJS15590411W
(ホワイト)

VAIO S15
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJS155シリーズ 受注開始日：2022年5月中旬以降
最速お届け日：2022年5月下旬以降

VAIOストア最小構成価格
税込 165,800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）

個人向け標準仕様モデル*2（全国量販店で取扱）

VAIO S15
受注開始日：2022年5月中旬以降
発売開始日：2022年5月下旬以降

オープン価格
（想定価格*3：税込 259,800円）

オープン価格
（想定価格*3：税込 219,800円）

個人向けカスタマイズモデル  *1(VAIO株式会社取扱）

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO S15 | ALL BLACK EDITION VJS155シリーズ 受注開始日：2022年5月中旬以降
最速お届け日：2022年5月下旬以降

オープン価格
（想定価格*3：税込 296,800円～）

VAIO S15 | ALL BLACK EDITION
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート
付属)

VJS155シリーズ 受注開始日：2022年5月中旬以降
最速お届け日：2022年5月下旬以降

VAIOストア最小構成価格
税込 302,800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）

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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＜先行展示予定（VAIO 個人向けカスタマイズモデル）＞ 
 
日程：2022 年 4 月 27 日（水）～  
場所：ソニーストア直営店舗（銀座／札幌／名古屋／大阪／福岡天神） 
製品：VAIO S15 | ALL BLACK EDITION  
https://www.sony.jp/store/retail/ 
 

  
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

