VAIO® C15
VJC1511

"I like it." PC

15.5 型ワイド

カラー：

ホワイト/カッパー、
ネイビー/グレー
イエロー/ブラック
オレンジ/カーキ、

3年保証
無償＊
＊：長期保証〈3 年ベーシック〉

高性能

特長

3 種類の OS から選択可能
Windows 10 Pro
64 ビット

選べるカラー、
こだわりのデザイン
メタリックカラーとベーシックカラーを組み
合わせた、
どれも個性的な全４色から選べ
ます。
陶器をイメージした、
流れるような形状
も魅力です。

Windows 10 Home
64 ビット

Windows 7
Professional 64 ビット

豊富な接続端子

用途に応じて選べるCPU＆ディスプレイ

HDMI 端子やLAN 端子に加え、USB3.0 端子×2と、USB2.0 端子×2を搭載。
一台でさまざまな機器/メディアに対応できます。
また、
DVDドライブも搭載し、
CPU

第5世代 インテル®
Core™ i3プロセッサー

第5世代 インテル®
Celeron®プロセッサー

使いやすいキーボードとタッチパッド
テンキーも付いた、快適に文字入力が行えるキー
ピッチ19 ㎜のキーボードを搭載。
タッチパッドのク
リックボタンは、左右 2ボタンに分割して誤動作を
防止しています。
高解像度
ディスプレイ

●
●

15.5型ワイド フルHD液晶（1,920×1,080ドット）
15.5型ワイド WXGA液晶（1,366×768ドット）

イン タ ーフェ ース
■正面

エクセル画面を全画面表示

■右面

USB 端子×2（USB 2.0 規格に対応）
光学ドライブ

WXGA液晶の

内蔵カメラ

表示範囲

■左面

WXGA液晶

ネットワーク
（LAN）コネクター

WXGA液晶の約

2倍の

HDMI 出力

情報量が表示可能

DC IN
（電源入力）

Hybrid HDD 1TB
● HDD 1TB
● HDD 500GB
●

ストレージ

マイク入力

フルHD液晶

SD メモリーカードスロット

ヘッドホン出力
USB 端子×2
（USB 3.0 規格に対応）

■別売

VGA 端子
・VGA アダプター

HDMI 端子

環 境 配 慮 へ の 取り組 み

法 人 向 け カスタマイズ モ デル
VAIO® C15

シリーズ

15.5 型ワイド

省エ ネ

型番

VJC1511

カラー

ホワイト/カッパー、
ネイビー/グレー、
オレンジ/カーキ、
イエロー/ブラック

省電力技術で省エネ達成率：
AAA（達成率 500% 以上）を達成

LEDバックライト液晶を搭載し消費電力を削減します。
Windows 10 Pro 64ビット＊1
Windows 10 Home 64ビット＊1
OS

化学物質
Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット
＊2 ＊3
（Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード）

電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法
に規定されている
「J-Moss グリーンマーク」
に適合し

プロセッサー＊4

インテル® CoreTM i3-5005U プロセッサー
（2 GHz）
インテル® Celeron® プロセッサー 3215U
（1.70 GHz）

メモリー＊7

8GB（4GB＋4GB）
4GB（4GB×1）

ディスプレイ

15.5型ワイド（1920×1080）
15.5型ワイド（1366×768）

グラフィックアクセラレーター

インテル® HD グラフィックス 5500/インテル® HD グラフィックス

ています。JEITA「PC およびタブレット端末に関する
VOC（揮発性有機化合物）放散速度指針値」の基準
に適合しています。

タッチパネル

−

ストレージ＊8

Hybrid HDD：1TB
HDD：1TB/500GB

ドライブ＊9 ＊10

DVDスーパーマルチドライブ
×1、
マイク入力×1、
ヘッドホン出力×1
HDMI出力×1＊11＊12、USB3.0×2、USB2.0×2、LAN（RJ45）

インタフェース＊8 ＊9
無線WAN

−

無線LAN＊13 ＊14 ＊15 ＊16 ＊17

IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠

Bluetooth 機能＊13

Windows 10：Bluetooth® 4.1準拠
Windows 7：Bluetooth® 4.0 準拠

メモリーカードスロット

SDメモリーカード スロット×1
（SDHC、
SDXC対応、UHS（SDR50）対応）＊19 ＊20

セキュリティーチップ（TPM）＊21 ＊22
カメラ
キーボード

日本語配列

Windows 10：約4.7〜9.8時間
Windows 7：約3.9〜9.2時間

消費電力＊28
（スリープ時 / 最大時）

（約0.9〜1W/約65W）
約4W

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率＊27

＊1：Windows 10 Homeには、TPMを使用するための暗号化ソフトウェアは入っていないため、
お客様自身でご準備頂く必要がございます。Windows 10 ProではBitLockerがお使い頂けます
＊2：Windows 7 Professionalには、TPM/PTTを使用するための暗号化ソフトウェアは入ってい
ないため、
お客様自身でご準備頂く必要がございます。Windows 10 ProではBitLockerがお使い
ダウングレード権行使により、
出荷時は
頂けます＊3：本機はWindows 10 Pro搭載モデルですが、
Windows 7 Professionalがプリインストールされています。一部機能に制限がありますので、詳し
ページでご確認ください＊4：プロセッサーの
くは
「Windows 7 ダウングレードにおける制限事項」
処理能力は、使用状況により変化します＊7：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます
＊8：1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、
1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起
動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。
ファイルシステムはNTFSです＊9：使用する
ディスクによっては一部の記録/再生に対応していない場合があります＊10：8cmディスクの書きこみ
には対応していません＊11：著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応し
たディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保
護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP 規格への対応を事前にご確認ください
＊12：アナログ外部ディスプレイ端子とHDMI出力端子を同時に使用することはできません＊13：通
信速度は、
通信機器間の距離や障害物、
機器構成、
電波状況、
回線の混雑状況、
使用するソフトウェ
アなどにより変化します。
また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値
は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません＊14：
IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下す
る場合があります＊15：IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境
では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります＊16：IEEE 802.11a/n/ac
については、W52/W53/W56に対応（JEITAによる
「5GHz 帯無線LANの周波数変更」
に関するガ
イドラインに基づく周波数表示）
＊17：IEEE 802.11a/n（5GHz）/acのW52/W53については、無
線 LAN 機器の屋外使用は法令により禁止されています＊19：SDメモリーカード、SDHCメモリー
カード、
およびSDXCメモリーカードの著作権保護機能には対応していません＊20：お使いのVAIOで
は、2015年10月時点で一般の販売店で購入できる2GバイトまでのSDメモリーカード、32Gバイト
および256GバイトまでのSDXCメモリーカードでのみ動作確認を行っ
までのSDHCメモリーカード、
およびSDXCメモリーカードでの
ています。
ただし、
すべてのSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、
動作を保証するものではありません＊21：TPM/PTTはデータやハードウェアの完全な保護を保証す
るものではありません。TPM/PTTを使用されたことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式
会社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください＊22：PTTはTPMセキュリティチップと同
等のセキュリティ性能を保証するものではありません＊23：駆動時間は、搭載されている機能によって
にもとづく駆
記載時間と異なる場合があります＊24：JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）
動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します＊26：突起部含まず＊27：エネル
ギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複
合理論性能（単位：ギガ演算）
で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達
成率Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500%
以上を示します＊28：OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。
周辺機器の
バッテリー充電含まず＊29：破損・水漏れなど、万が一の事故にも対
接続なし、ACアダプター接続、
応したサービス＊30：メーカー保証書の修理規定に準ずる範囲の故障に対応した保証サービス
＊31：出張修理サービス

なし
（Intel PTT）
CMOS センサー搭載HDウェブカメラ（92万画素）

駆動時間＊23 ＊24

J-Moss グリーンマークおよび
VOC 放散速度指針値の基準に適合

Ci3/Win 10）M区分/0.025/AAA
Celeron/Win 10）M区分/0.029/AAA
Ci3/Win 7）M区分/0.025/AAA
Celeron/Win 7）M区分/0.030/AAA

外形寸法＊26

約 幅380.8mm×高さ26.6mm×奥行260.8mm

質量

約2.5㎏
（バッテリー込み）

主な付属品

ACアダプター

長期保証サービス
〈ワイド＊29 ／ベーシック＊30 〉

3年ベーシック／3年ワイド／４年ベーシック／4年ワイド

オンサイトサポート＊31

−

長期保証
「 長 期 保 証 」は 、ソニーマー ケティング 株 式 会 社 が 提 供 するサービスで す。法 人の お 客 様 が 購 入され た VAIO が 故 障した場
合、メーカー 保 証書（ 1年間）の 修 理 規 定に準じ て保 証 期間を3 年 、もしくは 4 年に延 長する「長 期 保 証＜ベーシック＞」と、期
間に加え、
「 長 期 保 証＜ベーシック＞」
（ メーカー無 償 保 証 ）で は 対 象 外となる、破損／水漏れ／火災／落雷／水害といった偶
発 的な事 故にも対応する「長 期 保 証＜ワイド＞」を用意しています。

1年 目

長期保証
＜ベーシック＞

2年目

3年目

4 年目

メーカー保証期間

長期保証サービス期間 標準付帯（0 円）

メーカー保証期間

長期保証サービス期間

メーカー保証期間

長期保証
＋
サービス期間

破損／水漏れ／火災／
落雷／水害などに対応

メーカー保証期間

長期保証
＋
サービス期間

破損／水漏れ／火災／
落雷／水害などに対応

長期保証
＜ワイド＞

※長期保証＜ベーシック＞＜ワイド＞の販売価格は、ホームページにてご確認ください。

sony.jp/biz/service/safe_pass.html

カタログ記載内容2016年7月現在

