＜報道関係各位＞

２００６年１１月８日

日本電気株式会社と株式会社タカラトミーがパソコンホビーの新提案
NEC Direct オリジナル「秘密基地をつくろう！ 作戦司令室セット TYPE-N01」
１１月８日予約開始のご案内
自分だけの秘密基地になる おもちゃとパソコンの限定セット商品
日本電気株式会社
株式会社タカラトミー

日本電気株式会社（代表取締役

執行役員社長：矢野薫／所在地：東京都港区

以下Ｎ

ＥＣ）と株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山幹太郎／所在地：東京都葛飾区）
は、タカラトミーの新しい遊びの価値を生み出す創造力と、ＮＥＣのパソコンの技術開発
力という両社の強みを活かし、今後パソコンを核とした新しい遊び提案のコラボレーショ
ンを展開してまいります。
今回その第一弾として、タカラトミーが２００６年１２月７日（木）から発売するＵＳ
Ｂ周辺機器シリーズ「秘密基地をつくろう！（別紙参照）
」の２商品と、ＮＥＣが２００６
年８月１日（火）に発売した個人向けノートＰＣ「Lavie G タイプL ベーシック（別紙参
照）」をセットにしたＮＥＣ Ｄｉｒｅｃｔオリジナル商品「秘密基地をつくろう！ 作戦司

令室セット TYPE-N01」を商品化し、数量限定で販売いたします。新商品は、ＮＥＣのＰＣ
ショッピングサイト「ＮＥＣ Ｄｉｒｅｃｔ」（http://www.necdirect.jp/personal/）にて
本日から予約を開始し、１２月７日からお届け開始予定です。
「秘密基地をつくろう！ 作戦司令室セット TYPE-N01」は、市販される「秘密基地をつ
くろう！」シリーズと「Lavie G タイプ L ベーシック」に加え、この商品のためにオリジ
ナルで作成された、ＰＣデザインカスタマイズ用シールやオリジナルの壁紙・スクリーン
セーバー等のＰＣデスクトップアクセサリー、組み立て式設置台をセットにした数量限定
商品です。「秘密基地をつくろう！」とパソコンをオリジナルのシールや壁紙で自由にカス
タマイズすることで、男性ならば誰もが幼いころに憧れた“秘密基地”の世界観をより忠

実に再現し、楽しんで頂くことができます。
また本商品は、パソコンを従来の単なる仕事やゲームの道具としてではなく、パソコン
ならではの利便性と機能を活かした上で、遊び心あるデザインカマスタマイズ用シールや、
デスクトップアクセサリー等を用いて自分好みの「秘密基地」に仕上げて楽しむ、という
ホビー的要素を盛り込んだ商品であり、パソコンの新たな楽しみ方を提案するものです。

＜商品概要＞
◇ 商品名

：「秘密基地をつくろう！ 作戦司令室セット TYPE-N01」、

及び「秘密基地をつくろう！ 作戦司令室準備セット」
◇ ネットでの予約開始日 ：２００６年１１月８日（水）
◇ 予約サイト

：ＮＥＣ Ｄｉｒｅｃｔ（http://www.necdirect.jp/personal/）

◇ NEC Direct 価格

：145,530 円～174,510 円（税込）

◇ 販売個数

：３００セット限定

◇ 商品内容

：全 4 種類（別紙参照、下記は代表例）
【作戦司令室セット TYPE-N01】
◆セットＡ（NEC Direct 価格（税込）：152,460 円）
・ノート PC「LaVie G

タイプ L ベーシック」（FeliCa ポート内蔵）

ＣＰＵ：モバイル AMD Sempron(TM) プロセッサ 3200+
メモリ：1GB DDR2 SDRAM(512MB×2) PC2-4200 対応
ハードディスク: 約 80GB（Serial ATA)
・「秘密基地をつくろう！」“エマージェンシーボタン”
“グリッターパネル”
・オリジナルＰＣデザインカスタマイズ用シール（2 枚）
・オリジナルデスクトップアクセサリーソフト（2 種類）
・組み立て式設置台（ペーパークラフト）

詳しい情報はこちらをご覧下さい

http://www.necdirect.jp/himitsu/
以上

＜この件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞
■株式会社タカラトミー 広報・IR 部 広報課

TEL 03-5654-1280

■ＮＥＣ

TEL

コーポレートコミュニケーション部

03-3798-6511

＜お客様からのお問い合わせ先＞
■ＮＥＣ Ｄｉｒｅｃｔ コールセンター 電話番号：フリーコール ０１２０－９４４－５００
受付時間：月～金曜 ９：００～１８：００、土曜１０：００～１７：００（日・祝日および指定休日を除く）
※携帯電話、ＰＨＳなどフリーコールをご利用いただけない場合は TEL:０３－６６７０－６６７０
■タカラトミーデジタルサポートセンター 電話番号：０５２－７６０－０９１６
受付時間：月～金曜 ９：００～１７：００（土日、祝日および指定休日を除く）

＜別紙＞

＜株式会社タカラトミー「秘密基地をつくろう！」シリーズについて＞

①「エマージェンシーボタン」

税込価格 3,990 円

接続しているパソコンをシャットダウン（電源 OFF,休止など）させることができるＵＳＢ周辺機器です。商
品前面の△ボタンを押すとシャッターがモーターで開き、中から現れた赤いボタンを押すと、非常事態
をイメージするアニメーションと音声の演出ムービーが流れ（数種類から選択可能）、パソコンがシャット
ダウンされます。メインスイッチをカバーするシャッターを付ける事で、よりエマージェンシー的気分を盛
り上げます。
更に赤いボタンの動作設定を変更することで、アプリケーションを起動することもできます。複数のデバ
イスを個々に設定し同時に動かすことができます。
②「グリッターパネル」

税込価格 5,985 円

接続しているパソコンと連動して、LED パネルに任意の文字やアイコン等を表示させることができるＵＳ
Ｂ周辺機器です。メール着信やネットニュース等をスクロール表示させたり、CPU の使用状況、カレン
ダー＆時刻、アニメーションなどを表示することもできます。
また複数同時に接続（最大４つまで）し、連続して文字をスクロール表示することができます。別々の設
定を行い、個別に表示させることもできます。

「秘密基地をつくろう！」商品概要
◇発売日（予定）
◇価 格
◇商品内容
◇対応 OS
◇接続方法
◇電
源
◇対象年齢
◇著作権表記

：2006 年１２月７日(木)
：「エマージェンシーボタン」3,990 円(税込価格 税５％)
「グリッターパネル」5,985 円(税込価格 税５％)
：本体（USB ケーブル一体）、CD-ROM、インストールガイド
：WindowsXP,2000（Ｐｒｏ）
：USBver1.1、2.0
：USB バスパワー
：15 歳以上
：Ⓒ2006 タカラトミー

「秘密基地をつくろう！」イメージ

「エマージェンシーボタン」
＜ＮＥＣ 「Lavie L ベーシックタイプ」について＞

「グリッターパネル」

＜別紙＞

＜ＮＥＣ「Lavie G タイプ L ベーシック」について＞
「Lavie G タイプL ベーシック」は、表示領域を従来の約１．３倍に拡大した１５．４型ワイド液晶を採用
すると共に、先進のデュアルコアCPUやトリプルメモリースロットなどを搭載し、充実の基本性能と使い
やすさを兼ね備えた個人向けノートPCです。
本商品の詳細については、以下のＮＥＣプレスリリースをご確認ください。
http://www.nec.co.jp/press/ja/0608/0102.html

＜「作戦司令室セット TYPE-N01」および「作戦司令室準備セット」の商品内容＞

本商品は、下記 4 種類（セットＡ～Ｄ）からお選びいただけます。

【作戦司令室セット TYPE-N01】
◆セットＡ（NEC Direct 価格（税込）：152,460 円）
・ノート PC「LaVie G

タイプ L ベーシック」（FeliCa ポート内蔵）

ＣＰＵ：モバイル AMD Sempron(TM) プロセッサ 3200+
メモリ：1GB DDR2 SDRAM(512MB×2) PC2-4200 対応
ハードディスク: 約 80GB（Serial ATA)
・「秘密基地をつくろう！」 “エマージェンシーボタン”
“グリッターパネル”
・オリジナルＰＣデザインカスタマイズ用シール（2 枚）
・オリジナルデスクトップアクセサリーソフト（2 種類）
・組み立て式設置台（ペーパークラフト）
◆セットＢ（NEC Direct 価格（税込）：174,510 円）
・ノート PC「LaVie G

タイプ L ベーシック」（FeliCa ポート内蔵）

ＣＰＵ：AMD Turion(TM) 64 X2 モバイル・テクノロジ TL-50
メモリ：1GB DDR2 SDRAM(512MB×2) PC2-4200 対応
ハードディスク: 100GB（Serial ATA)
・「秘密基地をつくろう！」 “エマージェンシーボタン”
“グリッターパネル”
・オリジナルＰＣデザインカスタマイズ用シール（2 枚）

＜別紙＞
・オリジナルデスクトップアクセサリーソフト（2 種類）
・組み立て式設置台（ペーパークラフト）

【作戦司令室準備セット】
◆セットＣ（NEC Direct 価格（税込）：145,530 円）
・ノート PC「LaVie G

タイプ L ベーシック」（FeliCa ポート内蔵）

ＣＰＵ：モバイル AMD Sempron(TM) プロセッサ 3200+
メモリ：1GB DDR2 SDRAM(512MB×2) PC2-4200 対応
ハードディスク: 約 80GB（Serial ATA)
・オリジナルＰＣデザインカスタマイズ用シール（2 枚）
・オリジナルデスクトップアクセサリーソフト（2 種類）
・組み立て式設置台（ペーパークラフト）
◆セットＤ（NEC Direct 価格（税込）：168,630 円）
・ノート PC「LaVie G

タイプ L ベーシック」（FeliCa ポート内蔵）

ＣＰＵ：AMD Turion(TM) 64 X2 モバイル・テクノロジ TL-50
メモリ：1GB DDR2 SDRAM(512MB×2) PC2-4200 対応
ハードディスク: 100GB（Serial ATA)
・オリジナルＰＣデザインカスタマイズ用シール（2 枚）
・オリジナルデスクトップアクセサリーソフト（2 種類）
・組み立て式設置台（ペーパークラフト）

以上

