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報道関係者各位 
 
 

2022 年 7 月 5 日 
VAIO 株式会社 

 
大きさ・軽さ・性能のバランスに優れたモバイル PC「VAIO S13」発表 

最新世代プロセッサー搭載の 2022 年夏 個人向けモデル 4 機種が出揃う 
 
 

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、
最新の第 12 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載する 13.3 型ワイドモバイルノ
ート PC「VAIO® S13」の新モデルを発表いたします。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VAIO® SX12・SX14 のデザインを継承。飛躍的に進化した約 5 年ぶりの新モデル 
13.3 型ワイドのモバイル PC は法人向けには VAIO® Pro PG として展開していました

が、個人向け「VAIO S13」の新モデル発表は 2017 年以来約 5 年ぶりです。2021 年 10
月に一新された VAIO SX12・SX14 のデザインを継承し、大きさ・軽さ・性能のトータ
ルバランスにより優れたモデルへと進化を遂げています。 

本製品は、2021 年発表の VAIO SX14 と比較しても約 136%*のパフォーマンス向上を
実現。ビデオチャットでのカメラ映りを最適化する機能の新搭載等により、オンライ
ン上でも快適なコミュニケーションが可能です。 
 
最新世代プロセッサーを搭載する全 4 機種で多様化するライフスタイルに対応 

2022 年 4 月～6 月にかけて発表された VAIO® SX12・SX14・S15 と合わせて最新世代
プロセッサーを搭載する全 4 機種の個人向け VAIO PC のラインアップが出揃いまし
た。今後も VAIO PC は、個々の利用目的に応じて豊富なラインアップやカスタマイズ
の選択肢をご提供することにより、多様化するライフスタイルに柔軟に対応してまい
ります。 

 
 
 
 
 
 
 
新製品の特長詳細は下記 URL よりご覧ください。 

VAIO S13 特長ページ： https://store.vaio.com/shop/pages/s134g.aspx 
 

13.3 型ワイド「VAIO S13」（ブラック・シルバー） 

* 新モデル(Core i7-1255U)と VAIO SX14 の前モデル(Core i7-1195G7)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。最大パフォーマンスでご使用いただくには、「VAIO の設定」の「CPU とファン」
設定を「パフォーマンス優先」にする必要があります。 
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＜基本情報＞  
 
・製品名：VAIO S13 

・13.3 型ワイド モバイル 

・最軽量構成時 質量約 1.049kg 

・ブラック、シルバーの 2 色展開 

・バッテリー駆動時間：最大約 24.2 時間* 

・65W 出力の Type-C 標準 AC アダプター（VJ8PD65W2） 

・本体だけで通信可能な SIM フリー4G LTE 対応 

・製造を長野県安曇野市の VAIO 本社で行う、Made in Japan 

 
 
＜主な特長＞  

１. 圧倒的な進化を遂げたパフォーマンス 
■最新の第 12 世代インテル Core プロセッサー搭載 

高性能コアであるパフォーマンスコア（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エフィシエントコア（E-

core）、異なる役割の CPU コアを組み合わせた第 12 世代インテル® 

Core™ プロセッサーを搭載。 

CPU パフォーマンスは 2021 年発表の VAIO SX14 と比較しても最大
約 136%*を実現しています。 

 

 

 
 
■高速ストレージ＆高速・大容量メモリー 

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。また、広帯域メモリー規格 LPDDR4X を採用したメインメモリーは最大 32GB まで搭載
可能。日常的な作業をより快適かつ高速にします。 
 
２. 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 
 
■ビデオチャットがより快適になるカメラ映り最適化機能 

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：蛍光灯のちらつき・逆光を自動調整。 
 
■オンラインでのお互いの声がよりクリアになる AI ノイズキャンセリング機能 
 
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、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。 
 
  

* 新モデル(Core i7-1255U)と VAIO SX14 の前モデル(Core i7-1195G7)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。最大パフォーマンスでご使用いただくには、「VAIO の設定」の「CPU とファン」設
定を「パフォーマンス優先」にする必要があります。 

* 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。また、駆動時間は使用状況および設定
等により変動します。 



3 
 

■顔と指紋のダブル生体認証を活かした VAIO User Sensing® 
 
新搭載された人感センサーに、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。 

 
３. 新デザインであらゆる作業がより快適に 

■細部まで作り込まれたキーボード＆大型タッチパッド＆ディスプレイ 

・キーボード 

耳障りなノイズの低減、心地よい打鍵感、手首にかかる
負担をなくす傾斜。ユーザーがより快適にタイピングで
きるキーボードです。キーピッチはフルピッチ（約
19mm）、キーストロークも約 1.5mm と深く、心地よい
打鍵感を実現しました。 
 
・タッチパッド 

タッチパッドサイズが前モデルと比較して約 45%面積増。きめ細やかな表面処理を施し、
軽やかに操作できます。左右独立型のクリックボタン付きなので、誤クリックも防ぎま
す。 
 
・ディスプレイ 

ディスプレイは最大 180 度まで開けるフルオープン構造。専用のショートカット（Fn+2）
で表示を 180 度回転できます。 

 

■いろいろな周辺機器に直接接続できる豊富なインターフェース 

利用頻度の高いインターフェースを一通り搭載。USB 

Type-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。 

 

■安心して持ち出せる堅牢ボディ 

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を実施。さらにアメリカ国防総省
制定 MIL 規格（MIL-STD-810H）*に準拠した品質試験
もクリアし、そのタフさを証明しています。 

  
* 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。 
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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 S13 ＜13.3 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。 
 
 
＜オンラインストア情報＞ 
 
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）： 
https://store.vaio.com/shop/ 
 
＜先行展示予定（VAIO 個人向けカスタマイズモデル）＞ 
 
ソニーストア直営店舗（銀座／札幌／名古屋／大阪／福岡天神） 

日 程：2022 年 7 月 6 日（水）～  

カラー：シルバー  

https://www.sony.jp/store/retail/ 

 
＜参考：最新世代プロセッサーを搭載するその他 VAIO PC ラインアップ＞  
 

■モビリティ重視の方向け：VAIO SX12 
 

・約 899g (最軽量構成時)の超軽量コンパクトボディ 
・バッテリー駆動時間：最大連続約 26 時間 * 
・12.5 型ワイド フル HD ディスプレイを搭載 
・アーバンブロンズ、ファインホワイト、ファインブラッ
ク、ブライトシルバー、ローズゴールドの 5 色展開 

 
 

詳細は特長ページ参照：https://store.vaio.com/shop/pages/sx125g.aspx 
 
■大画面での生産性重視の方向け：VAIO SX14 
 

・約 1.046kg (最軽量構成時) のコンパクトボディ 
・バッテリー駆動時間最大約 27 時間*  
・14.0 型ワイド フル HD ディスプレイを搭載 
・高精細な 4K 解像度（3840×2160 ドット）ディスプレイ及
びタッチパネルディスプレイを選択可能 

・ファインホワイト、アーバンブロンズ、ファインブラッ
ク、ブライトシルバーの 4 色展開 

 
詳細は特長ページ参照：https://store.vaio.com/shop/pages/sx145g.aspx 

  

製品名 型名 受注開始/発売開始(最速お届け)日 価格

VAIO S13 VJS134シリーズ 受注開始日：2022年7月5日 9時
最速お届け日：2022年7月15日

オープン価格
（想定価格*3：税込 154,800円～）

VAIO S13
BVJS13490111B
(ブラック)

発売開始日：2022年7月15日 オープン価格
（想定価格*3：税込 204,800円）

VAIO S13
 (VAIO ストア パソコンあんしんサポート付属)

VJS134シリーズ 受注開始日：2022年7月5日 9時
最速お届け日：2022年7月15日

VAIOストア最小構成価格
税込 163,000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）

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/
https://www.sony.jp/store/retail/
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■デスクトップ級の性能重視の方向け：VAIO S15 
 

・第 12 世代インテル® Core™ H シリーズ プロセッサー搭載 
・15.6 型ワイド オールインワン 
・メインメモリーは最新規格 DDR5 を採用 
・光学ドライブ・テンキー搭載 
・14.0 型ワイド フル HD ディスプレイを搭載 
・高精細な 4K 液晶を選択可能 
・ブラック、シルバー、ホワイトの 3 色展開  

 
詳細は特長ページ参照：https://store.vaio.com/shop/pages/s155g.aspx 

 

 
 

＜25 周年「想い出の VAIO」SNS 投稿＆プレゼントキャンペーン実施中＞ 

日本で初めて VAIO PC を発売してから 25 年を記念し、
支えてくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、
「想い出の VAIO」を SNS に投稿するとオリジナルグッ
ズやオンラインストア* で使える 25%オフクーポンをプ
レゼントするキャンペーンを 2022 年 7 月 1 日より実施
中です。 

本キャンペーンのプレゼントとなるクーポンの対象製品は 2022 年 7 月以降発売の VAIO PC

で、今回発表する VAIO S13 も含まれます。ぜひご応募ください。 

尚、キャンペーン詳細他は特設サイト( https://vaio.com/campaign/25th/ )をご覧ください。 

 

 
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   

* 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。また、駆動時間は使用状況および設定
等により変動します。 

https://vaio.com/campaign/25th/
https://workit.vaio.com/
https://www.facebook.com/VAIO.corporation/
https://twitter.com/PressVaio/
mailto:press@vaio.com

