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報道関係者各位 
 
 

2023 年 1 月 27 日 
VAIO 株式会社 

 
新色「ファインレッド」が個人向けモバイル PC「VAIO SX12・SX14」に登場 

VAIO 直営ストア限定の本体カラーとして 1 月 27 日から選択可能に 
 
 

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、
個人向けモバイル PC「VAIO® SX12・SX14」の最新モデルにおいて、VAIO 直営ストア
限定で新色「ファインレッド」を追加し、2023 年 1 月 27 日から受注開始いたしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

新色「ファインレッド」は、力強さと気品を兼ね備えながらも、日常使いしやすい色
合いが特長です。深みのあるマットなレッドの天板に、シルバーの VAIO ロゴがあしら
われ、パームレストに加えて 2 ボタンタッチパットまでレッドで統一、専用の赤を基
調とする壁紙がプリインストールされています。また、「VAIO SX12・SX14 RED 特別仕
様レザーPC ケース」も同日に販売開始し、製品とセットで購入可能です。 
尚、今回新色追加される VAIO SX12・SX14 は、「VAIO 新生活応援キャッシュバックキ

ャンペーン*」の対象です。同製品を購入・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いたしますのでぜひこ
の機会をご活用ください。 
 
 
 
＜販売情報＞  
 
カラー名称： ファインレッド 

受注開始日： 2023 年 1 月 27 日（金）10:00 

最速お届け日： 2023 年 2 月 4 日（土） 

対象製品： VAIO SX12 （2022 年 6 月発表／VJS125 シリーズ） 

VAIO SX14 （2022 年 6 月発表／VJS145 シリーズ） 

詳細 URL： https://store.vaio.com/shop/pages/vaio-red.aspx 
  対象店舗： VAIO 直営オンラインストア、大型家電量販店 VAIO 展示店（VAIO OWNER 

MADE）* 

 
 

写真）左から VAIO SX12、VAIO SX14 

* VAIO 直営オンラインストア（VAIO 株式会社取扱）：https://store.vaio.com/shop/ 
大型量販店 VAIO 展示・取扱店一覧：https://vaio.com/store/locator/ 
 
 
 
 

*キャンペーン詳細：https://vaio.com/campaign/2023spring/ 
 
 
 

 

https://store.vaio.com/shop/
https://vaio.com/store/locator/
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＜新色「ファインレッド」の特長＞  
 
・天板 
深みのある輝きを引き出すため、特別に赤くコーティング
されたアルミ粒子を含むマットな塗装を施しています。シ
ルバーの VAIO ロゴと背面オーナメントとも調和します。 
 
・キーボード面 
キーボードを覆うフラットアルミパームレストは、2 ボタ
ンタッチパットや天板と一体感があり、シルバーの光沢
も感じられるレッドに染色。 
 
・壁紙 
 
「ファインレッド」の本体カラーに合わせて、新たにレッ
ドを基調とする壁紙が採用され、プリセットされていま
す。 

 
＜対象機種の紹介＞  
 
１. VAIO SX12：モビリティ重視の方向け 
 
・12.5 型ワイドモバイル 
・最軽量構成時 1kg を切る軽さを実現  

・フルサイズキーボード搭載 

・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、ローズゴールドの 5 色に加え、
VAIO 直営ストア限定でファインレッドが選択可能 

 
詳細は特長ページ参照：https://store.vaio.com/shop/pages/sx125g.aspx 
 
２. VAIO SX14：大画面での作業効率重視の方向け 
 
・14.0 型ワイド モバイル 

・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 色に加え、VAIO 直営ストア限
定でファインレッドが選択可能 

 
詳細は特長ページ参照： https://store.vaio.com/shop/pages/sx145g.aspx 
 
＜VAIO SX12・SX14 RED特別仕様レザーPCケースの販売について＞  
 
VAIO SX12・SX14 にそれぞれジャストフィットする完全植
物タンニンなめしの高級イタリアンレザー（イタリア・ト
スカーナ地方産）を使ったシンプルなレザーケースを販売
中です。ファインレッドにあわせた赤いステッチは、熟練
した革職人が足踏みミシンを使い、一目ずつ丁寧に縫製し
ています。 

「ファインレッド」モデルの販売開始を記念し、通常価格から 10%割引でご購入いただけ
るキャンペーンも実施中です。 

詳細は下記製品ページをご参照ください。 
 
VAIO SX12 RED 特別仕様レザーPC ケース：https://store.vaio.com/shop/g/g20047011/ 

VAIO SX14 RED 特別仕様レザーPC ケース：https://store.vaio.com/shop/g/g20045011/ 

https://store.vaio.com/shop/pages/sx125g.aspx
https://store.vaio.com/shop/pages/sx145g.aspx
https://store.vaio.com/shop/g/g20047011/
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＜参考：キャッシュバックキャンペーン概要＞  
 
新色「ファインレッド」が追加される製品も対象となるキャンペーンを下記のとおり

開催中です。 
 
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： 2023 年 1 月 27 日（金）～5 月 31 日（水） 

応募期間： 2023 年 1 月 27 日（金）～6 月 30 日（金）17 時 

対象製品： VAIO SX12 （2022 年 6 月発表／VJS125 シリーズ） 

VAIO S13  （2022 年 7 月発表／VJS154 シリーズ） 

VAIO SX14 （2022 年 6 月発表／VJS145 シリーズ） 

VAIO S15  （2022 年 4 月発表／VJS155 シリーズ） 

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/2023spring/ 
  対象店舗： VAIO 直営オンラインストア、ソニー公式オンラインストア、VAIO スト

ア 楽天市場店、VAIO ストア Amazon 店 、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。 
 

 

 

 

 

 
 

 
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： 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-20 神谷町 MT ビル 16 階 

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   

* VAIO 直営オンラインストア（VAIO 株式会社取扱）：https://store.vaio.com/shop/ 
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/ 
大型量販店 VAIO 展示・取扱店一覧：https://vaio.com/store/locator/ 
VAIO ストア 楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/vaio-store/ / VAIO ストア Amazon 店 https://www.amazon.co.jp/vaio 
尚、ふるさと納税返礼品は対象外です。 
 
 
 
 

 

https://vaio.com/campaign/2023spring/
https://workit.vaio.com/
https://www.facebook.com/VAIO.corporation/
https://twitter.com/PressVaio/
mailto:press@vaio.com
https://store.vaio.com/shop/
https://www.sony.jp/vaio-v/
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https://www.rakuten.ne.jp/gold/vaio-store/
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