
日本電気株式会社 応用パッケージ

Wi-Fiモデル

LTEモデル

VersaPro E
タイプVR

VersaPro
タイプVU

VersaPro
タイプVS

VersaPro E タイプVR
LTEモデル

VersaPro タイプVU
LTEモデル

・端末（1年引取修理保証付）

・デバイス管理「Microsoft 365 Education GIGA Promo」

・設置・展開 ※弊社ですべてをパッケージしているものではありません。
販売価格は、全国NEC販売店にお問い合わせください。

【補助対象】
Windows端末、Windows端末付帯サービス等

CPU性能 高

NEC教育クラウド

OpenPlatformforEducation

総務省教育クラウドプラットフォーム参考

技術仕様に準拠した安全なサービス基盤

基本パッケージ対象のOffice365 Educationや、

無償期間アプリケーションとシングルサイオンが可能

ポータルサービスや学習履歴が確認可能
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【補助対象】
Windows端末、Windows端末付帯サービス等

型番 タイプVU タイプVS タイプVR

搭載OS Windows Windows Windows

Wi-Fi / LTE Wi-Fi　/　LTEモデル Wi-Fiモデル Wi-Fi　/　LTEモデル

 カメラ インアウトカメラ インアウトカメラ インアウトカメラ

形状 Convertible Convertible Convertible

液晶サイズ 10.1"HD 12.5"HD 11.6"HD

解像度 1,920×1,200ドット 1,920×1,080ドット 1,366×768ドット

タッチパネル 10点タッチ 10点タッチ 10点タッチ

CPU Celeron　N4100
Pentium4415Y、Core ｍ3-7Y30

Corei5-7Y54
Celeron　N4020

メモリ 4GB LPDDR4 4GB LPDDR3　～ 4GB LPDDR4

ストレージ 128GB eMMC 128GB SSD～ 64GB eMMC

ワイヤレス機能
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n

／Bluetooth

無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n

／Bluetooth

無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n

／Bluetooth

USB-Ax1, USB-Cx1 USB-Ax2, USB-Cx1
USB-Ax2, USB-Cx2

（LTEモデル時　USB-Ax1）

MicroSD MicroSD MicroSD

盗難防止用ロック 盗難防止用ロック 盗難防止用ロック

キーボード JIS配列KBD JIS配列KBD JIS配列KBD

その他 内蔵マイク、スピーカ 内蔵マイク、スピーカ 内蔵マイク、スピーカ

大きさ 262（W)×179（D)×10.6（H)mm 315.8（W)×205（D)×10.7（H)mm 295（W)×210.2（D)×20.35（H)mm

重さ 約653g 約880g 約1.4Kg（予定）

バッテリ駆動時間 約12.8時間 約11時間 約8時間（予定）

その他 堅牢設計 堅牢設計・防塵防滴IP42準拠 堅牢設計

コネクタ

スロット
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Wi-Fiモデル LTEモデル

Chromebook Y2
LTEモデル

【補助対象】
Chromebook端末、Chromebook付帯サービス等

Chromebook Y1 Chromebook Y2

・学習に最適で容易に管理可能な端末 ・Chrome Education Upgrade付(Google純正MDM永続ライセンス)
・1年引取修理保証 ・設置・展開 ※弊社ですべてをパッケージしているものではありません。

販売価格は、全国NEC販売店にお問い合わせください。

学習に最適な

無償のクラウドサービス

 教育機関は無償

 メール・ストレージ容量無制限

無償の研修支援を

全国のユーザに提供

Kickstart Program
 導入前後の現地研修を無償提供

①「1人1台」利活用促進の為の研修パッケージ

②「1人1台」を効率的に運用管理するための

研修パッケージ

 オンライントレーニングを無料公開

 認定教育者向けプログラム

 地域の Google 教育者グループ

NEC教育クラウド

OpenPlatformforEducation
 総務省教育クラウドプラットフォーム参考

技術仕様に準拠した安全なサービス基盤

 基本パッケージ対象のG Suite for

Educationや、無償期間アプリケーション

とシングルサイオンが可能

 ポータルサービスや学習履歴が確認可能

 教員・児童生徒・保護者向けオンライン

サポートコンテンツを無償提供



型番 Chromebook　Y1 Chromebook　Y2 Chromebook　Y2

搭載OS Chrome Chrome Chrome

Wi-Fi / LTE Wi-Fiモデル Wi-Fiモデル LTEモデル

 カメラ インアウトカメラ インアウトカメラ インアウトカメラ

形状 Convertible

液晶サイズ 11.6"HD

解像度 1,366×768ドット

タッチパネル 10点タッチ

CPU Celeron　N4020

メモリ 4GB LPDDR4

ストレージ 32GB eMMC

ワイヤレス機能
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n

／Bluetooth

USB-A x2, USB-C x2, USB-Ax2, USB-Cx2, USB-Ax1, USB-Cx2,

MicroSD, MicroSD, MicroSD, SIM×1,

盗難防止用ロック 盗難防止用ロック 盗難防止用ロック

キーボード JIS配列KBD

内蔵マイク、スピーカ

大きさ 295（W)×210.2（D)×20.35（H)mm

重さ 1.35kg 約1.4Kg（予定） 約1.4Kg（予定）

バッテリ駆動時間 約10時間 約10時間（予定） 約10時間（予定）

その他 MIL規格

JIS配列KBD

内蔵マイク、スピーカ

295（W)×210.2（D)×20.4（H)　mm　予定

堅牢設計

Convertible

11.6"HD

1,366×768ドット

10点タッチ

Celeron N4020

4GB LPDDR4

32GB eMMC

無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n

／Bluetooth

コネクタ

スロット
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【補助対象】
Chromebook端末、Chromebook付帯サービス等



【オプション部分】

・5年間引取修理保証／5年間引取修理保証（動産保険付き）
・バッテリ交換（学校現地作業） ・管理者向け研修／教員向け研修

端末
保障等

学習
サービス

種別 サービス名称 提供ベンダ 種別 対象 料金 備考

デジタル教材 すららドリル 株式会社すららネット アダプティブドリル 公立小中学校 オープン価格/人 21年度1学期まで無償

TerraTalk ジョイズ株式会社 英会話学習教材 小中学校 オープン価格/人 20年度から1年間無償

ロジカ式forSCHOOL
株式会社ロジカ・エデュ
ケーション

プログラミング教材 小学校 オープン価格/人 20年度から1年間無償

アルファベットマスター 光村図書出版株式会社 英語学習教材 小学校 25,000円/学校 希望小売価格(税別)

やるKey 凸版印刷株式会社 ドリル教材 小学校 オープン価格

リアテンダント 大日本印刷株式会社 ドリル/採点支援 校種問わず オープン価格

スタディサプリ
株式会社リクルートマー
ケティングパートナーズ

動画教材 小中学校 オープン価格

ミライシード
株式会社ベネッセコーポ
レーション

ドリル教材 小中学校 オープン価格

授業支援ツール InterCLASS チエル株式会社 授業支援 校種問わず オープン価格

SkyMENU Class Sky株式会社 授業支援 校種問わず オープン価格

セキュリティ InterSafe WebFilter
アルプス システム イン
テグレーション株式会社

Webフィルタリング 校種問わず オープン価格

基本PKGの教育プラットフォーム「Open Plarform for Education」から、以下の学習サービスを
ご利用いただくことができます。無償ソフトウェアも無償期間中は基本PKGのサービスとしてご利用可能です。

※現在予定している学習サービスも含みます。今後、変更となる可能性もございます。

教育委員会/学校サーバに導入するデジタル教科書を、OPEポータルからご利用いただくことができます。

全国約５００社のお近くのNEC販売店が
お客様の既存ICT環境を踏まえた最適なGIGA移行プランをご提案いたします！！
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対応予定デジタル教科書ビューワ：

ヘルプ
デスク

運用保守

学校現場の豊富なサポート経験者（資格保有者）と大規模自治体の運用保守経験あるSEによる学校専用総合サポート

N1（基本モデル）
N0+Officeアプリ操作・SSO・ユーザ管理

N3（標準モデル）
N1+デジタル教科書・授業支援・端末管理

N5（フルモデル）
N3+EducationSuite・セキュリティ/資産管理・MDM等

※N0ではOPEおよびGoogle/MSアカウント登録とポータルが無料で利用できます。
※価格はオープン価格/台となります。販売店へお問い合わせください。


