
■VALUESTAR L 仕様一覧

[トップページ]→[サポート]→[注意事項]もあわせてご覧ください。

項目 VALUESTAR L
型名 VL100/2A VL300/2D VL500/2D VL550/2D
型番 PC-VL1002A PC-VL3002D PC-VL5002D PC-VL5502D
CPU

950MHz AMD Duron(TM)プロセッサ
1.1GHz AMD 
Athlon (TM)プロ
セッサ

チップセット VIA社製 Apollo KL133 Chipset
バスクロック システムバス 200MHz

メモリバス 133MHz
キャッシュメ
モリ

1次 128KB(CPU内蔵) 256KB(CPU内蔵)
2次 64KB(CPU内蔵)

メインRAM 標準容量 128MB*1(SDRAM-DIMM、PC133
対応)

256MB*1(SDRAM-DIMM、PC133対応)

スロット数 2スロット(DIMMスロット)［空きスロット1］
最大容量 512MB*3

表示機能 ビデオRAM 16MB*1
グラフィックアク
セラレータ

VIA社製 VT8364(AGP)［Chipset内蔵］

解像度
・
表示色

640×
480ドット

最大1,677万色 最大1,677万色*4

800×
600ドット

最大1,677万色 最大1,677万色*4

1,024×
768ドット

最大1,677万色*5 最大1,677万色*4*5

1,280×
1,024ドッ
ト

最大65,536色*6*7 最大65,536色*7 最大65,536色*6*7

サウンド機能 音源 PCM録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビット、全二重対応(モノラル、量子化8
ビット時)



サラウンド機能 エンハンストステレオ
ステレオスピーカ 外付けスピーカ

通信機能 FAXモデム*8 データ通信：最大56Kbps*9(K56flex (TM)、V.90対応)/
FAX通信：最大14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応

ネット
ワーク

LAN
－ 100BASE-TX/10BASE-T対応

入力機器 キーボード PS/2キーボード
マウス PS/2マウス(スクロール機能付き) *17

カメラ － USBカメラ*20

マイク － ヘッドフォンマイク*21

補助記憶機器 フロッピーディス
クドライブ

3.5型フロッピーディスクドライブ(720KB/1.2MB/1.44MB)×1*23

ハードディスクド
ライブ*24

約60GB*26(Ultra ATA-66)
約80GB*25(Ultra 
ATA-66)

CD/DVD
ドライ
ブ*28

CD/DVD
ドライブ*28

CD-R/RWドライブ マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)*29

速度 CD読出し：最大40倍速、CD-
R書込み：最大16倍速、CD-
RW書換え：最大10倍速(High 
Speed CD-RWメディア対
応) *32

DVD読出し：最大8倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：
最大8倍速、CD-RW書換え：最大8倍速(High Speed CD-RWメディ
ア対応) *32

PCカードスロット Type II×2(Type III×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 *39

PCIスロット 2スロット(ハーフ×2)［空きスロット2］
インターフェ
イス

USB*11
コネクタ4ピン×3

コネクタ4ピ
ン×3*41

パラレル D-sub25ピン×1
シリアル D-sub9ピン×1
ディス
プレイ

アナロ
グRGB

ミニD-sub15ピン×1

PS/2 ミニDIN6ピン×1
FAXモデム モジュラコネクタ×2(LINE×1、TELEPHONE×1)
LAN － RJ45コネクタ×1



IEEE1394(DV) 4ピン×2*44

サウン
ド関連

光デジタル
オーディ
オ(S/PDIF)
出力

角形(PCM/ドルビーデジタル)×1*45

LINE入力 ステレオミニジャック×1
LINE出力 ステレオミニジャック×1*48 ステレオミニジャック×1*49

マイク入力 モノラルミニジャック×1 モノラルミニジャック×1*47

5型ベイ 1スロット(CD/DVDドライブで1スロット占有済)［空きスロット0］
内蔵3.5型ベイ 1スロット(ハードディスクドライブで1スロット占有済)［空きスロット0］
電源 AC100V±10％、50/60Hz
消費電力 標準 約66W 約67W

最大 112W 113W
エネルギー消費効率 R区分 0.0012 R区分 0.0010
外形寸法 本体 本体 97(W)×360(D)×325(H)mm(ゴム足除く)

スタビライ
ザ設置時

171(W)×360(D)×325(H)mm

キーボード 382(W)×179(D)×44(H)mm
質量 本体 約8.1kg

キーボード 約1.2kg
マウス 約0.2kg

インストールOS Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 *56

サポートOS Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 *58*59

主なインストールソフト － Microsoft(R) Office XP Personal
温湿度条件 10～35℃、20～80％(ただし結露しないこと)
主な添付品 ガイドブック、電源ケーブル、回線接続ケーブル、保証書
ディスプレイ ディスプレイ DV15A5 DV17D6 LCD1550V

画面サイズ
15型(シャドーマスク管)

17型(フラットシャドーマス
ク管)

15型(アナログTFT液晶)



表示寸法 標準表示範
囲：260(W)×195(H)mm
最大表示可能範
囲：280(W)×210(H)mm*60

標準表示範
囲：300(W)×225(H)mm*61*62

最大表示可能範
囲：325(W)×243(H)mm*60

アクティブ表示エリ
ア：304(W)×228(H)mm

画素ピッチ*63 0.28mm 0.25mm 0.297mm
水平走査周波数 31～69KHz 31.5～60.0KHz
垂直走査周波数 59～86Hz 56～75Hz
表示解像度

640×480ドット、800×600
ドット、1,024×768ドット

640×480ドット、800×600
ドット、1,024×768ドッ
ト、1,280×1,024ドット

640×480ドット*64、
800×600ドット*64、
1,024×768ドット

消費電力 約65W 約75W 約20W
外形寸法 360(W)×381(D)×380(H)mm(

専用回転台含む)
410(W)×426(D)×429(H)mm(
専用回転台含む)

345(W)×164(D)×352(H)mm

質量 約11.7kg 約16.3kg 約3.8kg

[トップページ]→[サポート]→[注意事項]もあわせてご覧ください。

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによって
は、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。下記注意は全モデル共通です。上記
にて該当の項目のみご参照ください。
*1：ビデオRAMはメインRAMを使用します。
*2：増設RAMサブボード(512MB)を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-

UG-M032(128MB)、PK-UG-M033(256MB)、PK-UG-M034(512MB)を推奨します。
*3：増設RAMサブボード(256MB)を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-

UG-M032(128MB)、PK-UG-M033(256MB)を推奨します。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。添付のディスプレイではディザリングによ

り1,619万色となります。
*5：DVD等の動画を再生する場合は、最大表示色を65,536色に設定してください。
*6：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。添付のディスプレイでは表示できません。
*7：DVD等の動画を再生する場合は、最大表示色を256色に設定してください。
*8：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。
*9：最大56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。



*10：通信速度：最大11Mbps(IEEE802.11b規格による速度(理論値)であり実効速度とは異なります)。
通信距離：屋内見通し70m(ワイヤレスLANアクセスポイントと通信した場合の最大です。周囲の電波環
境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェアなどにより異なる場合があります)。

*11：接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要がありま
す。

*12：USBポートから消費する電流が100mA以下の機器に限ります。
*13：キーボードの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大300時間で

す。
*14：使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約1.2mです。
*15：添付のキーボードにあるUSBポートに接続します。
*16：マウスの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大190時間です(マウ

スを持ちつづけていると動作状態となることがあります)。
*17：添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。
*18：リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大190時間です。
*19：使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約3mです。
*20：USBポートに接続します。
*21：本体側のマイク入力端子とLINE出力端子に接続します。VALUESTAR Lの場合、LINE出力端子の使用は外

付けスピーカと排他になります。VALUESTAR Pro(液晶ディスプレイ添付モデル)の場合、LINE出力端子
の使用は液晶ディスプレイに内蔵のスピーカと排他になります。

*22：2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
*23：3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可で

す)。また、1.2MBモードへの対応は、ドライバをセットアップすることで可能となります。
*24：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
*25：Windowsのシステムからは、容量が約74.5GB(Cドライブ：約67GB、Dドライブ：約2GB、残り：再セット

アップ用として使用)と認識されます。
*26：Windowsのシステムからは、容量が約55.8GB(Cドライブ：約48GB、Dドライブ：約2GB、残り：再セット

アップ用として使用)と認識されます。
*27：Windowsのシステムからは、容量が約111.7GB(Cドライブ：約104GB、Dドライブ：約2GB、残り：再セッ

トアップ用として使用)と認識されます。
*28：縦置き時、8cmCDは使用不可です。
*29：映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。
*30：DVD-Rは、DVD for General Ver.2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*31：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。



*32：CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換え
るには、High Speed CD-RWメディアが必要です。

*33：本体にプリインストールされているテレビ・ビットキャスト受信のソフトウェア名称です。
*34：本体にプリインストールされている地上波放送受信・録画のソフトウェア名称です。
*35：DVD対応モードは、DVD-R/RWドライブ搭載モデルのみご利用できます。DVD-R/RW、CD-R/RWへ録画した

ファイルをDVDコンテンツとして書き込むためには、本体にプリインストールされているソフトウェア
「DVDit!(R) LE」を利用する必要があります。

*36：録画時間は、映像の内容によって前後する場合があります。
*37：「メモリースティック」もご利用できます。使用音楽などの著作権保護データには「マジックゲート 

メモリースティック」をご利用ください。
*38：「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。使用音楽などの著作権保護データには「SDメモ

リーカード」をご利用ください。
*39：ZVポート対応カードは使用できません。
*40：本体の1ポートはキーボードで占有、キーボードの2ポートはマウスとリモコン用受信ユニットで占有し

ます。
*41：1ポートはUSBカメラで占有します。
*42：本体の1ポートはキーボードで占有、キーボードの1ポートはマウスで占有します。
*43：VALUESTAR T、VALUESTAR Cに添付の液晶ディスプレイを接続する専用コネクタです。VALUESTAR Proに

添付の液晶ディスプレイは接続できません。
*44：接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはIEEE1394動

作確認済みDV機器一覧をご確認ください。
*45：光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応してい

る必要があります。また、一般のCDプレーヤー・MDデッキ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメ
ントシステム)に準拠した信号を出力します。

*46：本体側のLINE入力端子とTVボード側のLINE出力端子は、添付のLINEケーブルで接続する必要がありま
す。

*47：添付のヘッドフォンマイクを接続します。
*48：添付の外付けスピーカを接続します。
*49：添付のヘッドフォンマイク、または外付けスピーカを接続します。ヘッドフォンマイクと外付けスピー

カの接続は排他になります。
*50：添付のヘッドフォンマイク、または液晶ディスプレイに内蔵のスピーカを接続します。ヘッドフォンマ

イクと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。
*51：添付の液晶ディスプレイ側にあります。



*52：著作権保護のための信号が記録されている市販素材は、ハードディスク等へ録画することはできませ
ん。

*53：本体側のS-ビデオ出力端子は、添付のビデオ変換コネクタを接続することによりコンポジット出力端子
として利用できます。

*54：著作権保護のための信号が記録されている市販素材、またはソフトウェアの種類によりビデオデッキ等
へ録画することはできません。また、ビデオデッキ経由でのテレビ出力はできません(同方式でテレビ
に出力しているビデオ一体型テレビを含む)。

*55：乾電池の質量は含まれておりません。
*56：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft(R) Windows(R) 

XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
*57：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。
*58：別売のMicrosoft(R) Windows(R) XP Home Editionパッケージをインストールおよび利用することはで

きません。
*59：別売のMicrosoft(R) Windows(R) XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはで

きません。
*60：接続する装置および表示する解像度によっては、表示面積を最大まで広げられない場合があります。
*61：表示するタイミングによっては表示サイズが変わる場合があります。
*62：1,280×1,024表示時は288(W)×230(H)mmです。
*63：CRTディスプレイの場合はドットピッチです。
*64：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
*65：画面の左右で合わせて256画素分の非表示エリアが発生します。
*66：本コネクタ（専用30ピン×1）は利用することはできません。


