
報道関係者各位                                        アロシステム株式会社 

プレスリリース                                             2006 年6 月1 日 

アロシステム ブランドのノートパソコン『LesanceNB』シリーズ7 機種販売開始 

全国で、パソコン工房・TWOTOP ・Faith を展開するアロシステム株式会社（社長：大野三規、本社： 大阪市浪速区） では、

アロシステムブランドのノートパソコン『LesanseN B』レサンセノートパソコンシリーズ7 機種の販売を開始いたします。 

『LesanceNB 』レサンセノートパソコンシリーズは、新たにインテルより発売されたモバイル用デュアルコアプロセッサ

Core
TM

Duo を搭載した最新ノートパソコンに、従来からの安定した性能で人気のCeleron
® 

M を搭載したスタンダード機まで

の商品ラインナップを取り揃えるとともに、使用用途に合わせて12 インチから15 インチまでの液晶モニタサイズの商品を準

備いたしました。 

また、発売を記念して実施する、通常は有償の3 年間延長保証を6 月3 日の発売日より7 月3 日まで3 年間延長保証

無償セールを行います。またショップブランドパソコンとしては初の3 年間買取保証システムを新たに開始いたします。( た

だし、AS517IN-GT とQU207IW-DUO-GT は対象外となります) 。ノートパソコンの場合一年以内なら最大３５％ での買取

を保証、3 年間は期間に応じた買取金額を保証いたします。なお、3 年間買取保証システムは本『LesanseDT』シリーズ及

び同時発売の『LesanseNB』シリーズのみの対応となります。 

■マルチスレッド・アプリケーションやマルチタスクに最適化されたモバイル用デュアルコアCPU、インテル
®

Core
TM

Duo T2300

（1.66G )搭載ハイエンドながら価格を抑えた15inch(SXGA+) 液晶ディスプレイのLesanceNB CL516IN-DUO-GT  

■モバイル用デュアルコアCP U、インテル
®

Core
TM

Duo T2300（1.66 G)搭載12 インチ(WXGA) ワイド液晶ディスプレイの

LesanceNB QU207IW-DUO-GT  

■ローエンドタイプインテル
®

Celeron
® 

M プロセッサ350(1. 3GHz)搭載14inch (ＸＧＡ)液晶ディスプレイのLesanceNB 

CL401SN-M  

■10 万円を切りながら15inch(ＸＧＡ) 液晶ディスプレイとインテル
®

Celeron
® 

Mプロセッサ360(1.4GHz) 搭載のLesanceNB 

CL514VN-GT  

■モバイルに最適な12inch(WＸＧＡ) ワイド液晶ディスプレイとインテル
® 

Celeron
® 

M プロセッサ350(1.30G Hz)搭載の

Lesance NB CL206GW-M  

■余裕のパワー、インテル
®

 Pentium
® 

M プロセッサ740 (1.73GHz) と15inch(ＸＧＡ) 液晶ディスプレイ搭載LesanceNB 

AS517IN-GT  

■15inch（SＸＧＡ+） 光沢液晶ディスプレイにグラフィックチップの組み合わせでDVD も楽しめる 

 

インテル
® 

Pentium
® 

M 750 プロセッサ(1.86GHz) 搭載Lesance NB CL511RN-M など、ローコストからハイエンドま

で取り揃えた多彩な機種構成となっています。 

 

CL516IN-DUO-GT  

 

CL401SN-M  



 

CL-514VN-GT  

 

CL206GW-M  

 

QU207IW-DUO  

製品名  

■Lesance NB CL516IN-DUO-GT（Windows
®

XP Home Edition 正規版インストールモデル）\129,980 円( 税込)  

■LesanceNB QU207IW-DUO（Windows®XP Home Edition 正規版インストールモデル）    \139,980(税込) 

■LesanceNB CL401SN-M（Windows®XP Home Edition 正規版(DSP)インストールモデル） \81,980(税込) 

■LesanceNB CL514VN-GT（Windows®XP Home Edition 正規版インストールモデル）     \95,980(税込) 

■LesanceNB CL206GW-M（Windows®XP Home Edition 正規版インストールモデル）      \99,980(税込) 

■LesanceNB AS517IN-GT（Windows®XP Home Edition 正規版インストールモデル）      \129,980(税込) 

■LesanceNB CL511RN-M（Windows®XP Home Edition 正規版インストールモデル）      \149,980(税込) 

発売開始日 6 月3 日 

掲載希望日 6 月1 日 

【特長】 
■マルチスレッド・アプリケーションやマルチタスクに最適化されたインテルのモバイル用デュアルコアプロセッサ、インテル
®

Core
TM

Duo 搭載機2 機種を含む多彩な商品ラインナップ 

■用途に合わせて12 インチから15 インチまでの液晶モニタサイズで選べる多様な構成 

■ 全機種１ 年間に加えて２ 年間の延長保障の設定可能(有償)( ただし、AS517IN-GT とQU207IW-DUO-GT は対象外と

なります)  

■『Les anceNB』全機種3 年間買取保証（1 年以内 最大35％ 、2 年以内 最大25％ 、3 年以内 最大15％ での買取を

保証します）  

■ 販売は全国のパソコン工房、TWOTOP 、Faith の各店および各インターネット通販となっています。 

■ 全機種PC リサイクル対応 

 

【Lesance NB CL516IN-DUO-GT 仕様】  

モデル名 LESANCE NB CL516IN DUO GT  拡張スロット Express カード 

CPU  インテル® Core Duo T2300（1.66G）  スピーカー 2ch 内蔵 

チップセット インテル® 945GM チップセット  LAN  Gigabit LAN (1000Base-T)  

グラフィック インテル® 945GM チップセットに内蔵（GMA950） 無線LAN  IEEE802.11 a/b/g  

メモリ  DDR2 533 256MB x 2 (計512MB)  サイズ 
約幅333mm× 奥行279mm× 高さ49mm (※ 最大突起物を

含まず）  



メモリスロ

ット  
2 スロット  重量 約2.5ｋｇ  

ハードディ

スク  
60G B、5400ｒ ｐｍ、S-ATA  OS  Windows®XP Home Edition Service Pack 2 正規版 

ディスプレ

イ 
15inch SＸＧＡ+(1400×1050 )対応Ｔ ＦＴ液晶 主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスクなど  

光学ドライ

ブ 
8 倍速DVD±R ドライブ 保証  一年間  

書込み DVD+Rx8 、DVD+R DL x2.4 、DVD-Rx8 、

DVD+RWx4 、DVD-RWx4 、CD-Rx 24、CD-RWx 

16、  

  

読込み DVD-ROMx8 、CD-ROMx24    

 
【Lesance NB QU207W-DUO 仕様】 

モデル名 Lesance NB QU207IW-DUO  拡張スロット SD/MMC /メモリースティック  

CPU  インテル® Core Duo-T2300（1.66G）  スピーカー 34mm 対応Express カードスロット 

チップセット インテル® 945GM チップセット  LAN  2ｃｈ内蔵 

グラフィック  DDR2 533 256MB x 2 (計512MB)   10Base-T/100Base-TX  

メモリ  2 スロット  サイズ  
約幅300mm× 奥行220mm× 高さ35mm (※ 最大突起物を

含まず)  

メモリスロッ

ト  
60G B、5400r pm、S-ATA  重量 約2ｋｇ  

ハードディス

ク 
インテル® 945GM チップセットに内蔵（GMA950） 無線ＬＡＮ  IEEE802.11a/ｇ  

ディスプレイ 
12inch WＸＧＡ(1280×800) 対応Ｔ ＦＴ光沢ワイド

液晶 
OS  Windows®XP Home Edition Service Pack 2 正規版 

光学ドライブ 8 倍速DVD±RW ドライブ 主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスクなど 

書込み 
DVD+R×8 、DVD+R DL×.4 、DVD-R×8 、

DVD+RW× 4 、DVD-RW×2 、CD-R×24  

保証  一年間  

読込み    

 
【Lesance NB CL401SN-M 仕様】 

モデル名 L esance NB CL401SN-M  拡張スロット PCMCIA タイプⅡ (カードバス対応)  

CPU  インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.3GHz) スピーカー 2ch 内蔵 

チップセット  SiS M661MX チップセット  LAN  10Base-T/100Base-TX  

メモリ  DDR333 256MB x1 ( 計256MB)  無線ＬＡＮ  IEEE 802.11 a/b/ｇ (BTO オプション) 

メモリスロッ

ト  

2 スロット  サイズ  
約幅312mm× 奥行263mm× 高さ27.5mm (※ 最大突起物

を含まず)  

ハードディス

ク  
60G B、4200ｒ ｐｍ、ATA  重量 約2.5kg  

ディスプレイ 14inch ＸＧＡ(1024×768) 対応Ｔ ＦＴ液晶 OS  Windows®XP Home Edition Service Pack 2 正規版（DSP）  

光学ドライブ 24 倍速Combo ドライブ 主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスクなど 

書込み CD-R×24 、CD-RW×10  保証  一年間  

読込み CD-ROM× 24、DVD-ROM×8    

 
【Lesance NB CL514VN-GT 仕様】 

モデル名 L esance NB CL514VN-GT  
カードリーダ

ー 
SD/MMC /メモリースティック  

CPU  インテル® Celeron® M プロセッサ 360 (1.40GHz) 拡張スロット PCMCIA タイプⅡ (カードバス対応)  

チップセット  VIA P8N800 チップセット  スピーカー 2ch 内蔵 

メモリ  DDR333 512MB x 1 (計512MB)  LAN  10Base-T/100Base-TX  

メモリスロッ

ト  
2 スロット  無線ＬＡＮ  IEEE 802.11 a/b/ｇ (BTO オプション) 



 
ハードディス

ク  

80G B、4200ｒ ｐｍ、ATA  サイズ 
約幅333mm× 奥行279mm× 高さ49mm (※ 最大突起物を

含まず)  

ディスプレイ 15inch ＸＧＡ(1024×768) 対応Ｔ ＦＴ液晶 重量 約2.5kg  

光学ドライブ 8 倍速DVD±R ドライブ OS  Windows®XP Home Edition Service Pack 2 正規版 

書込み DVD+R×8 、DVD+R DL×2.4 、DVD-R×4 、

DVD+RW ×4 、DVD -RW×2、CD -R×24、CD 

-RW×10、  

主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスクなど 

読込み DVD-ROM×8 、CD-ROM×24  保証  一年間  

 
【Lesance NB CL206GW-M 仕様】 

 

モデル名 Lesance CL206GW  拡張スロット SD/MMC /メモリースティック  

CPU  インテル® Celeron® M プロセッサ350(1.30GHz)  スピーカー PCMCIA タイプⅡ (カードバス対応)  

チップセット インテル® 915GM チップセット  LAN  2ｃｈ内蔵 

グラフィック  DDR2 533 256MB× 2 (計512MB)   Gigabit LAN (1000Base)  

メモリ  2 スロット  サイズ  
約幅291mm× 奥行222mm× 高さ44mm (※ 最大突起物を

含まず)  

メモリスロッ

ト  
60G B、4200r pm、ATA  重量 約1.98ｋｇ  

ハードディス

ク 
インテル® 915GM チップセットに内蔵（GMA900） 無線LAN  IEEE802.11a/b/ｇ (BTO オプション) 

ディスプレイ 
12inch WＸＧＡ(1280×800) 対応Ｔ ＦＴ光沢ワイド

液晶 
OS  Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版 

光学ドライブ 24 倍速Combo ドライブ 主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスクなど 

書込み CD-R×24 、CD-RW×10  保証  一年間  

読込み DVD -ROM×8、CD-ROM×24    

 
【Lesance NB AS517IN-GT 仕様】  

 

モデル名 L esance NB AS517IN-GT  読込み DVD -ROM×8、CD-ROM×24  

CPU  インテル® Pentium® M プロセッサ740 (1.73GHz) 拡張スロット PCMCIA タイプⅡ (カードバス対応)  

チップセット インテル® 915GM チップセット  スピーカー 2ch 内蔵 

グラフィック インテル® 915GM チップセットに内蔵（GMA900） LAN  10Base-T/100Base-TX  

メモリ  DDR2 533 512MB x 1 (計512MB)  サイズ 
約幅328mm× 奥行288mm× 高さ38mm (※ 最大突起物を

含まず）  

メモリスロッ

ト  
2 スロット  重量 約3ｋｇ  

ハードディス

ク  
80G B、5400ｒ ｐｍ、ATA  OS  Windows®XP Home Edition Service Pack 2 正規版 

ディスプレイ 15inch ＸＧＡ(1024×768) 対応Ｔ ＦＴ液晶 主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスクなど  

光学ドライブ 8 倍速DVD±R ドライブ 保証  一年間  

書込み DVD+R×8 、DVD+R DL×2.4 、DVD-R×8 、

DVD+RW ×4 、DVD-RW×4 、CD-R×24 、

CD-RW×16 、RAM× 5  

  

 
【Lesance NB CL511RN-M 仕様】  

 

モデル名 Lesance NB CL511RN-M  
カードリーダ

ー 
SD/MMC /メモリースティック  

CPU  インテル® Pentium® M プロセッサ 750 拡張スロット PCMCIA タイプⅡ (カードバス対応)  



(1.86GHz)  

チップセット インテル® 915PM チップセット  スピーカー 2ch 内蔵 

グラフィック ATI® RADEON X700 128MB  LAN  1000Base-T Giga bit LAN  

メモリ  DDR2 533 512MB x 2 (計1GB)  無線ＬＡＮ  IEEE 802.11 a/ｇ  

メモリスロッ

ト  

2 スロット  サイズ  
約幅329mm× 奥行275mm× 高さ37mm (※ 最大突起物を

含まず)  

ハードディス

ク  
60G B、5400ｒ ｐｍ、ATA  重量 約3.1kg  

ディスプレイ 
15inch SＸＧＡ+(1400×1050 )対応Ｔ ＦＴ光沢液

晶 
OS  Windows®XP Home Edition Service Pack 2 正規版(DSP)  

光学ドライブ 8 倍速DVD±R ドライブ 主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスクなど 

書込み DVD+R×8 、DVD+R DL×2.4 、DVD-R×4 、

DVD+RW ×4 、DVD -RW×2、CD -R×24、CD 

-RW×10、  

保証  一年間  

読込み DVD -ROM×8、CD-ROM×24    

 

社名 アロシステム株式会社運営ショップ名 パソコン工房URL : http://www.pc-koubou.jp/ 資本金750,315,033 円代表者 

代表取締役 大野 三規事業内容 オリジナルパソコン、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売 

関係サイトのURL  

■本リリース対象商品の画像は、http://www.pc-koubou.jp/press/ からダウンロード可能です。ID: PC PASSWORD: 

KOUBOU でログオンしてください。  

■ 本商品の紹介ページＵＲＬ はhttp://www.pc-koubou.jp/ となっております。6月3 日掲載予定となっております。ご参照

ください。  

 

《本リリース及び製品に関するお問い合わせ先》アロシステム株式会社 店舗販促企画室Tel : 06-6647-6077 / Fax : 

06-6647-6099 E-mail : pub@pc-koubou.co.jp  

 


