報道関係者各位

2019 年 11 月 12 日
VAIO 株式会社

“VAIO 史上最高のパフォーマンス” を更新する
15.6 型オールインワンノート PC「VAIO® S15・VAIO® Pro PH」発売
VAIO PC 初の Core i9 を搭載する最上位モデルも「ALL BLACK EDITION」で登場
VAIO 株式会社（本社：長野県安曇野市 代表取締役社長：山本 知弘 以下 VAIO）
は、VAIO 史上最高のパフォーマンスを実現する 15.6 型ノート PC「VAIO S15」（個人向
け）、
「VAIO Pro PH」
（法人向け）において、第 9 世代インテル® Core™ プロセッサー
H プロセッサーラインを搭載する高性能モデルを発売することを決定いたしました。
中でも VAIO PC 初となる Core i9（8 コア/16 スレッド駆動）を採用した最上位モデル
については、
「VAIO S15 | ALL BLACK EDITION」として発売予定で、VAIO の 15.6 型ノー
ト PC に ALL BLACK EDITION モデルが初めて加わります。
2019 年 4 月、
「VAIO S15・VAIO Pro PH」シリーズは最高の生産性を実現するオール
インワンノート PC として、VAIO 創業以来初、5 年半ぶりにフルモデルチェンジを果
たし、発売以来、大変ご好評いただいております。今後もビジネス・プライベートの
両面で同シリーズの「快」を追求する様々な機能・デザインを継承しながら、さらに
突き抜けた CPU 性能を実現することで、ノート PC の常識を超える圧倒的な生産性の
向上に、引き続き寄与してまいります。
15.6 型ワイド「VAIO® S15・VAIO® Pro PH」2019 年 11 月モデル

ブラック・シルバー
＜個人向け＞「VAIO® S15」
＜法人向け＞「VAIO® Pro PH」

スペシャルエディション
「VAIO® S15 | ALL BLACK EDITION」

＜2019 年 4 月モデルからの進化点について＞
１. 圧倒的なパフォーマンスを引き出す CPU がさらにアップデート
今回発売するモデルでは、第 9 世代インテ
ル Core プロセッサー H プロセッサーラ
インを搭載（2019 年 4 月モデルは同第 8
世代）。ノート PC の多くで採用されている
省電力優先の U プロセッサーライン Core
i7 と比較して、パフォーマンス優先の H プ
ロセッサーライン Core i7 では、CPU 性能
が 2 倍以上に向上*しています。動画編集
や写真整理など、負荷の大きい作業でもデ
スクトップ PC 級の生産性を発揮します。

従来プロセッサーとのパフォーマンス比較*（Core i7 モデル）

*CPU: MAXON Cinebench Version15.0.3.8 でのベンチマークスコア。VAIO 調べ。
ご使用の環境により結果が異なる場合があります。
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２. 顔認証に初対応。2 つの生体認証方式に対応するから安全・快適
新たに Windows Hello 対応の顔認証が選択
可能となりました。これにより指紋と顔、
2 つの生体認証方式に対応し、パスワード
を複雑で強固な文字列にしても面倒なく安
全・快適にご利用いただけます。
ご家族で 1 つの PC を共有する場合、生体認証を用いれば、たとえばお子さまにパス
ワードをご入力いただかなくても、容易に Windows 10 の保護者機能を用いたアカウ
ントを利用していただけるので安心です。
３. VAIO PC 初の Core i9（8 コア/16 スレッド駆動）を ALL BLACK EDITION で堪能
スペシャルエディションとして「黒」と
「高性能」へのこだわりを追求し、高い人
気を誇る ALL BLACK EDITION を本モデルで
も「VAIO S15 | ALL BLACK EDITION」として
発売します。
ALL BLACK EDITION モデルには、プレミア
ムノート PC 向けの第 9 世代インテル Core
プロセッサー H プロセッサーラインの中
でも最上位グレードであり、VAIO PC とし
て初となる Core i9 を搭載し、8 コア/16 ス
レッド駆動により圧倒的なハイパフォーマ 従来プロセッサーとのパフォーマンス比較*
ンスを実現します。
天面 VAIO ロゴ、ヒンジ部背面のオーナメ
ントをはじめ、全てが漆黒に染め上げられ
た PC 本体に加え、化粧箱、付属クリーニ
ングクロスまでオールブラックにこだわり
抜いています。
今回の発売により、VAIO で販売する全機種のラインアップに ALL BLACK EDITION が出
揃いました。
*CPU: MAXON Cinebench Version15.0.3.8 でのベンチマークスコア。VAIO 調べ。
ご使用の環境により結果が異なる場合があります。

＜「VAIO S15・VAIO Pro PH」シリーズ共通 その他の主な特長＞
１. メモリー、ストレージも妥協なく。ニーズに応じて幅広い選択肢をご提供
①大容量 32GB メモリーを選択可能
サイズの大きい画像や動画、ビジネス資料を多数展開し、アプリを切り替えながら並
行作業する際に威力を発揮する大容量 32GB メモリーが選択可能です。広帯域・低レ
イテンシーな DDR4 メモリーを採用したことで、レスポンスも高速化しています。
②高速×大容量、ストレージの特性を引き出すデュアルドライブ構成対応
高速なストレージの搭載は、ファイルコピ
ーやアプリケーション起動など、日常的な
作業の高速化に不可欠です。
OS やよく使うアプリケーションは高速な
SSD に、動画や静止画データなどの格納に
は大容量の HDD にといった、SSD + HDD の
デュアルドライブ構成が可能です。
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*VAIO Pro PH のみ暗号化機能付き SSD（256GB・128GB）
が選択可能。

２. ワンランク上の拡張性を実現。利用頻度の高い新旧インターフェイスをフル装備
①Thunderbolt™ 3 対応 USB Type-C™ 搭載
高速な USB 3.1（10Gbps）端子を遙かに上回る、40Gbps と
いう圧倒的な情報量をやりとりできる最新インターフェイス
Thunderbolt 3 端子（USB Type-C 端子と共通）を搭載。高精
細ディスプレイへの複数画面同時出力、Thunderbolt 3 接続
対応の SSD による超高速外付けストレージ等、ワンランク
上の機能拡張が行えます。
②トリプルディスプレイ出力に対応
HDMI 端子/VGA 端子（アナログ RGB 出力端子）と、USB
Type-C 端子の同時出力が可能なため、本体ディスプレイを
含めて 3 画面同時に出力できます。
*HDMI と VGA の同時使用はできません。

３. 迫真の超高画質映像を体験。Ultra HD ブルーレイ™に対応
4K 解像度の映像を収録可能な新世代の映像メディア Ultra
HD ブルーレイが選択可能です。映画などの 4K 映像の再生
が可能なほか、25GB 以上の大容量データのバックアップも
可能です（BDXL™ 対応）
。
*4K HDR での再生を行うには、DisplayPort 1.3 以降、4K 対応、HDR/HDR10
および HDCP2.2 対応ディスプレイを、USB Type-C 端子に接続する必要があります。

４. ハイパフォーマンスを大画面高精細で堪能。4K ディスプレイも選択可能
大画面 15.6 型ディスプレイを搭載し、テキストや表が非常
に見やすいので、作業効率が上がり、しかも疲れにくいとい
うメリットがあります。
さらに、よりきめ細やかな表示をお求めの方のために、4K
解像度（3840×2160 ドット）パネルが選択可能です（標準
的な製品はフル HD 解像度＝1920×1080 ドット）
。高解像度
ディスプレイは、写真や動画の表示・編集といったクリエイ
ティブな用途に適しています。日常的な作業においても、文
字や図表が滑らかに表示されることによる視認性向上や、画
面あたりの情報量の拡大といった数多くのメリットが得られ
ます。

複数のウィンドウを
並べてもゆったり作業が可能

５. キー入力を心地よく。美しく強いフラットアルミパームレストを採用
①テンキー付きのフルキーピッチ/フルサイズキーボード採用
フルキーピッチのフルサイズキーボードには、ビジネス用途
でニーズの高いテンキーも搭載。
（キーピッチはキーボード
部分：約 19mm、テンキー部分：約 16mm）
②タイピングしやすい角度・打鍵感を追求したキーボード
ディスプレイを開くとキーボードが持ち上がり、タイピング
しやすい角度が付くチルトアップヒンジ構造を採用。
キーボード周りからパームレストまでを凹凸のないアルミニ
ウム製の一枚板で構成した、美しいフラットアルミパームレ
ストでこの構造を実現しています。
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＜先行受注開始/発売開始日および市場想定価格＞
〇VAIO S15 ＜15.6 型ワイド 個人向けモデル＞
受注開始/発売予定日
製品名
型名
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）https://www.sony.jp/vaio-v/
受注開始日：2019年11月12日9時～
VAIO® S15
VJS154シリーズ
最速お届け日：2019年11月22日
個人向け標準仕様モデル*2（全国量販店で取扱）

VJS15490211B (Black)
VJS15490311S (Silver)

オープン価格
（市場想定価格*3：119,800円＋税～）
オープン価格

VJS15490111B (Black)
VAIO® S15

価格

（市場想定価格*3：260,800円＋税～）
発売開始日：2019年11月22日

オープン価格
（市場想定価格*3：199,800円＋税～）
オープン価格

VJS15490411B (Black)

（市場想定価格*3：164,800円＋税～）

〇VAIO S15 | ALL BLACK EDITION ＜15.6 型ワイド 個人向けモデル＞
受注開始/発売予定日
製品名
型名
*1
個人向けカスタマイズモデル (ソニーマーケティング株式会社取扱）https://www.sony.jp/vaio-v/
受注開始日：2019年11月12日9時～
VAIO® S15 | ALL BLACK EDITION
VJS154シリーズ
最速お届け日：2019年11月22日

価格
オープン価格
（市場想定価格*3：301,800円＋税～）

〇VAIO Pro PH／VAIO S15 | ALL BLACK EDITION ＜15.6 型ワイド 法人向けモデル＞
受注開始/発売予定日
製品名
型名
法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）https://www.sony.jp/vaio-biz/
受注開始日：2019年11月12日9時～
VAIO® Pro PH
VJPH22シリーズ
最速お届け日：2019年11月22日
VAIO® S15 | ALL BLACK EDITION

VJS154シリーズ

受注開始日：2019年11月12日9時～
最速お届け日：2019年11月22日

法人向けカスタマイズモデル*1（VAIO株式会社取扱）http://biz.vaio.com/shop/
受注開始日：2019年11月12日9時～
VAIO® Pro PH
VJPH22シリーズ
最速お届け日：2019年11月22日

価格
オープン価格
（市場想定価格*3：122,800円＋税～）
オープン価格
（市場想定価格*3：306,800円＋税～）
販売価格：144,800円＋税～

*1 :お客様が CPU、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 :市場想定価格は、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。

＜先行展示（VAIO 個人向けカスタマイズモデル）＞
2019 年 11 月 15 日（金）～
ソニーストア直営店舗（銀座／札幌／名古屋／大阪／福岡天神）
https://www.sony.jp/store/retail/
2019 年 11 月 15 日（金）～
大型家電量販店 VAIO 展示店（VAIO OWNER MADE）
https://www.sony.jp/vaio-v/store/special/locater/dealer/
＜新製品ページ＞
「VAIO S15」：
https://vaio.com/products/s154/
「VAIO S15 | ALL BLACK EDITION」
：
https://vaio.com/products/allblack_s15/
「VAIO Pro PH」
：
https://vaio.com/business/ph22/
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VAIO 株式会社とは
VAIO 株式会社は、VAIO ブランド PC 事業を基盤とする会社として、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 事業、受託事業（EMS 事
業）における企画、設計、開発、製造および販売と、それに付随するサービスを行ってい
ます。さらに 2017 年より第三のコア事業を『ソリューション事業』として展開中。
VAIO 株式会社コーポレートサイト：https://vaio.com/top/
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/

本件お問い合わせ先
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：
〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-6 日立ソリューションズタワーB 14 階
電話：03-6420-0960 (代表) / FAX：03-6420-0935

※“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。
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