
このカタログの記載内容は2017年8月現在のものです。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 管理番号 PCS -226 ©1708320（1）DNP

〒135-8505  東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）

本カタログ掲載の2017年夏モデルご購入で下記特典がもらえる!
キレイな画面で見る、見やすい画面で読む。

＊1 カラオケのタイトル数を含みます。　＊2 クーポンのご利用は、U-NEXT会員登録後、45日間に限ります。　＊3 電子書籍を購入するためには、ブラウザでeBookサイトにアクセスする必要があります。クーポンは、eBookJapanのアプリを
起動して、専用ページからサインインすると取得できます。ご購入されたPC1台に対し1回限り有効です。換金や返金はできません。一部成人向けの書籍はご購入いただけません。

U-NEXTは、最新作から名作まで約

120,000本＊1以上の作品が楽しめる

日本最大級の動画配信サービス。

映画、ドラマ、アニメなど、お好きな

作品を視聴できる2,000円分のクー

ポン＊2がもれなくもらえます。

ビデオ視聴クーポン
2,000円分プレゼント!

eBookJapanは、世界最大級のマンガ

の品揃えを誇る電子書籍ストア。

約50万冊の中から、マンガはもちろん、

小説、写真集、雑誌など、お好きな本を

満喫できる1,080円分のクーポン＊3が

もれなくもらえます。

電子ブッククーポン
1,080円分プレゼント!

詳しくは22～25ページをご覧ください。

東芝PCは、安心&充実サポート

1 2

3
＊

まずは、充実のWebサポート
PCの使い方で困ったり、迷ったら

安心の電話サポート
Webで解決できないときはコチラへ

遠隔支援サービス
電話だけではうまく説明できないときは

＊
ご購入後
5年間

無料

ご購入後
5年間

無料
電話だけではうまく説明できないときは、遠隔支援を活用。
オペレーターがお客様と同じ画面を共有してアドバイスします。

電話&インターネットサポート

＊ ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。ご利用にはお客様会員・商品情報登録（Room1048会員登録）をしていただく必要があります。Room1048会員登録はこちらへ https://toshibadirect.jp/customer/agree.aspx

24時間いつでも、すばやく自分で解決できます。

http://dynabook.com/assistpc/index_ j.htm

電話サポートにかかって
きた内容をFAQに掲載!
その数なんと、約1万7千件!
知りたいことがきっと見つ
かります

Webで解決できないときはオペレーターが電話でお答えします。

電話サポート「使いかた相談」
受付時間 年中

無休9：00～19：00

海外からのお電話や一部のIP電話などで、
いずれの電話番号もご利用になれない
場合は右記の番号におかけください。 Tel 043-298-8780

有村架純さんが出演するdynabookのTVCM、Webにて公開中! 詳しくはこちら

【 　　　　　　　 】固定電話からの
ご利用はこちら 0120-97-1048通話料

無料

0570-66-6773【 　　　　　　　 】携帯電話、PHSからの
ご利用はこちら

通話料
お客様
負担

通話料
お客様
負担

Do great things.

T V CM 公開中！

毎日に、いいものを。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

使い続けられる
クオリティがある。

2017年 8月 ノートPC

夏モデル 総合カタログ

毎日に、いいものを。



例えば、肌触りのいいシャツのように、足になじみ履くほどに味わいのでる革靴のように、

一日中座っていても疲れない椅子のように。よい道具は、日々の営みをここちよく豊かなものにしてくれます。

パソコンも、そろそろ、そんな “いいもの ”たちの仲間になれないかと考えました。

ｄｙｎａｂｏｏｋは、最新の機能や性能を身につけるだけでなく、

「使いごこちがいい」「デザインがいい」「こわれにくい」「困ったときは助けてくれる」「長く使える」といった

人が毎日使う道具として “いいもの ”といえるクオリティを追求してきました。

暮らしは、進んでいます。映画も音楽もネットで。プロの技術だった映像づくりが簡単に。

買い物は好きなときに好きなところで。ｄｙｎａｂｏｏｋは、そんな新しい楽しさや便利をかなえるために、

先端の機能、性能、クオリティを備えました。写真／映像の美しさ、音楽の臨場感、使いやすいアプリとさっと使える

高速起動に処理能力、パスワードを打たずにすむ顔認証＊1＊2や指紋認証＊2など。多くの人がスマートフォンを手にする

今だからこそ、ｄｙｎａｂｏｏｋならではの工夫と技術でパソコンは、もっとよい道具へ。30年を超えるものづくりから

生まれた、使いやすくつくりのよいパソコンで、毎日を、いいものに。ｄｙｎａｂｏｏｋからの新しい提案です。

パソコンが いいものになると、毎日 が いいものになる。

※ 顔認証センサーは、 V82のみ搭載。指紋認証 センサーは、T75、T55、Vシリーズ、UX53、RX73に搭載。　＊1 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に
必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。　＊2 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。
顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。



第7世代CPU、大容量1TB HDD、光学ドライブ、
最新版OS「Windows 10 〈Creators Update 適用済〉」を
15.6型ボディに搭載。
高精細の液晶は、色補正で写真も映像も美しい。
音づくりに徹したサウンド、疲れにくいキーボード、
トラブルを未然に防ぐための堅牢ボディなど、
自社設計・自社製造ならではのものづくりのクオリティを
徹底追求し、2年保証＊1＊2を実現。
長く安心してお使いいただけます。

＊1＊2

　 サテンゴールド
Photo：T75

Photo：サテンゴールド

＊1 「2年保証」とは、メーカー無償保証期間を2年とし、引き取り修理・海外保証（制限付）が2年間となります。　＊2 T75、T55のみ。T45は1年保証です。　＊3 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境お
よび設定などにより異なります。　 ＊4 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの
責任は負いかねますので、ご了承ください。　＊5 T75、T55。　＊6 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。　＊7 T75、T45。 　＊8 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。
＊9 市販のハイレゾ対応外付けDACとハイレゾ対応ヘッドホンなどをご使用ください。　＊10 Bluetooth®搭載のスマートフォンとあらかじめ設定(ペアリング設定)をする必要があります。PCの電源がオンになっている必要があります。
※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名 バッテリー
駆動時間＊3 保証HDDOS ディスプレイ アプリケーションCPU型番・カラー 光学ドライブ

PT75DWP-BJA2
PT75DBP-BJA2
PT75DGP-BJA2
PT75DRP-BJA2

PT45DWP-SJA
PT45DBP-SJA
PT45DGP-SJA
PT45DRP-SJA

PT55DWP-BJA2
PT55DBP-BJA2
PT55DGP-BJA2

T75

T55

第7世代インテル® Core™
i7-7500U プロセッサー
2.70GHz（最大3.50GHz）

第7世代インテル® Core™
 i3-7100U プロセッサー

2.40GHz

T45
第7世代インテル® Celeron®
プロセッサー 3865U

1.80GHz

〈明るく色あざやか高精細〉
15.6型ワイド FHD

高輝度・高色純度・広視野角
Clear SuperView（IPS＊6方式）

〈斜めから見てもくっきり高精細〉
15.6型ワイド FHD
広視野角

Clear SuperView（IPS＊6方式）

指紋
センサー＊4

約7時間

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
BDXL™
対応（　　   ）

DVDスーパー
マルチドライブ

Office Home ＆
Business
Premium
プラス
Office 365
サービス

2年

1年

メモリ

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）

○
Windows
Hello対応（ 　 　    ）

̶

1TB
HDD

Windows 10 Home
Creators Update

適用済〈　　　　　     〉

最新版OS「Windows  10〈Crea to r s  Upda te  適用済〉」がすぐに、安心して使える

「ペイント 3D」など先進機能が追加された最新版OSをプレインストールしているので、動作検証済みで安心してご使用いただけます。

電源OFFでも、スマホなどに給電できる

USBを使ってお手持ちのスマホなどに給電できる「スリープアンド

チャージ」機能に対応。電源OFFでもスリープ状態でもUSB接続で給

電ができるため、必要なときにすぐ利用できて便利です。

大きなテンキー＆へこみキーで快適操作

大きくて打ちやすいテンキーを採用。また、

キートップ中央には0.2mmのへこみがあり、

確かな指掛かりで打鍵できるなど、ユーザー

の声を反映した改良を重ね、操作感を向上しました。

読み取り精度が高く、快適に操れるBlue LEDマウスを付属

Blue LEDマウスは、光学式マウスと比べて反射率・拡散率に優れている

ため、読み取り精度が高く、 ガラスや布の上などでも使うことが可能です。

L字プラグの小型軽量ACアダプター（約140g）を付属

持ち運びがラクな軽さ約140g（ACケーブルの質量除く）の小型軽量AC

アダプターを付属。また、L字プラグにより、PCまわりがスッキリします。

4色から選べる＊7

T75とT45はモデナレッドが加わり4色から、T55は3色から選べます。

　 プレシャスブラック
　 （T75・T55・T45）

　 モデナレッド
　 （T75・T45）

　 サテンゴールド
　 （T75・T55・T45）

　 リュクスホワイト
　 （T75・T55・T45）

簡単＆安全にサインインできる指紋センサー＊4

指をスライドさせるだけで、すばやくサインイン。パスワード

の入力が不要で、なりすましのリスクも軽減できます。

T75 T55

TruRecorder
（トゥルーレコーダー）

フルHD
（IPS＊6方式）
P14▶

Windows Hello対応
指紋センサー＊4＊5

TVコネクト
スイート
P18▶

高速無線
LAN規格

ワイヤレス
ミュージック機能＊10

ハイレゾ＊9

P15▶

HDMI® 4K出力＊8

P14▶

L字プラグ小型
ACアダプター

USB×4

Office 2016

P20 -21▶

ビデオ視聴クーポン

裏表紙▶

電⼦ブッククーポン

裏表紙▶

色補正で美しい画面、クリアないい音、快適な使い心地。
毎日をもっと楽しく上質にしてくれるスタンダードノート。

dynabook Tシリーズの
詳細はWebで

P19▶

液晶の色補正を実施。写真や動画を自然な色で楽しめる

部材の液晶ディスプレイは単純に搭載しただけでは、自然な色合いを十分に再現しきれません。Tシリーズでは、TVや

PCで培った映像技術のノウハウを生かし、設計段階から液晶ディスプレイの特性に合わせて発色パラメータ値を

調整。空や海､人肌など、あるべき色に近づけることで、写真も動画もより自然な色で楽しむことができます。

※写真はイメージです。
自然な色合いに補正

P14▶

フルHD液晶（IPS＊6方式）搭載。2017年春モデル比1.2倍の拡大表示で、文字やアイコンも見やすい

フルHDの高精細で、斜めから見ても美しいIPS＊6方式を採用。また、文字表示の既定値（DP I値）を

2017年春モデル（フルHD液晶搭載）の1.2倍の大きさに設定。高解像度で文字やアイコンが小さく

なりがちなフルHD液晶でも、拡大表示することにより、くっきりとキレイに、見やすくなりました。

※写真はイメージです。

高精細でも文字が大きくて見やすい
2017年春モデル表示 1.2倍拡大表示

P14▶

名門ブランド「オンキヨー」と先進の音響テクノロジーブランド「AUDYSSEY」がコラボレーションした「dynabookサウンドエンジン by 

Audyssey」を搭載。音の広がりや明瞭度に優れた音質が楽しめます。専用スピーカーボックスは、少しの 間もムダにせず、容量アップを図り、
徹底して高音質化にこだわっています。

さらなる高音質を追求した、「dynabookサウンドエンジン by  Audy s s ey」を搭載

※音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。

P15▶

※無破損、無故障を保証するものではありません。

HDDの磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減

PCの不安定な動きを3D加速度センサーがキャッチし、HDDの磁気

ヘッドを退避させる「東芝HDDプロテクション」を搭載。人間の行動と

PCに加えられる振動を分析した結果に基づき、センサー精度を

最適化しています。また、PC本体への衝撃が直接HDDに伝わりに

くいフローティング構造を採用しています。

4

T75・T55・T45

5

15.6型　スタンダードノート Do great things.



その実力は
“バッテリー駆動約17時間＊1”だけじゃない。

軽く、薄く、頑丈。さらに、長時間使える約17時間＊1のバッテリー駆動

どこへでもストレスなく持ち歩ける、軽さ約1,099g、薄さ約15.4mmを実現。しかも、バッテリー駆動時間は約17時間＊1。電源につながなくても、長時間

作業が続けられます。しかも、液晶ガラスには、擦傷、落下、衝撃による傷への耐性が高い「Corning® Gorilla® Glass 4」を採用しています。

快適なタイピングへの工夫も随所に

限られたスペースに、キーピッチ19mm、キースト

ローク1.5mmのフルサイズキーボードを搭載。指先

にフィットするようキートップ中央に0.2mmのへ

こみをつけるなど、快適な打ち心地も追求。バック

ライト付きだから、暗い場所でも作業ができます。

メインノートPCとして やりたいことを、速く、心地よく。メインで使えるパワーを身近に。

処理性能がいちだんと向上した第7世代インテル® CPUを搭載。

さらに、高いパフォーマンスを特長としたインテル®  C o r e ™  i

Uシリーズのパワーを最大限に発揮させる独自の空冷技術を採用。

メインPCとしても快適にお使いいただけます＊5。

最新の第7世代インテル® Core™ プロセッサー搭載。
動画編集やゲームなどもスムーズに楽しめる

0.2mmのへこみ

タブレットとして 回すだけで、パワフルなタブレットになる。

タッチで、ペンで、クリエイティブツールで。
できることがグンと広がる、高性能タブレット

ディスプレイを折り返すだけでタブレットに

早変わり。好きな雑誌や本を読んだり、付属

のペンを使って資料データにメモや修正を

加えたりすることも可能。また、「考える」作業

をサポートする手書きノートアプリを使えば、

書いた文字をテキストデータ化して利用する

こともできます。

30分の充電で約7時間＊1の駆動。「お急ぎ30分チャージ＊2」

これまでのノートPCづくりで培ってきた充電制御技術を

生かし、わずか30分でバッテリー駆動約7時間＊1の充電を

実現。バッテリー寿命への影響も少なく、スピーディに充電

して出かけられます。

お急ぎ
30分チャージ＊2

「Windows Hello対応」指紋センサー＊3、顔認証センサー＊3＊4

パスワードを入力することなく、指をセンサーにタッチするだけで、すば

やくサインインできる指紋センサー＊3を搭載。“なりすまし”のリスクを軽減で

きるなどセキュリティも向上します。また、V82には画面に顔を向けるだけで

すばやくサインインできる顔認証センサー＊3＊ 4も搭載しています。

高音質harman/kardon®バスレフ型ステレオスピーカー

専用のスピーカーボックスをハーマンインターナショナル社と共同

開発。低音域の再現力をアップするバスレフ構造の採用や、スピーカー

配置を最適化することで、力強い低音域から繊細な高音域まで幅広く

再生し、豊かで迫力のあるサウンドが楽しめます。

フルHDの高精細で、斜めから見ても美しいIPS＊13方式を採用。液晶は

色補正を実施しており、より自然な色合いが楽しめます。また、文字や

アイコンを2016年冬モデルの1.2倍に設定。フルHD液晶でも、拡大

表示することにより、くっきりとキレイに見やすくなりました。さらに、

映り込みが少なく、外光でも見やすいノングレアを採用しています。

色補正済みで自然な色合いが楽しめる、高輝度・高色純度・
広視野角のフルHD液晶搭載。拡大表示で、文字も見やすい

P14▶ ※音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。

Thunderbolt™ 3＊6（USB Type-C™）を搭載。

最大40Gbps＊7もの高速データ転送を実現し、

ノートPC のパフォーマンスを高めることができ

ます。このコネクタひとつで、電源供給もディス

プレイ出力も可能です。

①有線LANコネクタ
②USB3.0コネクタ
③HDMI®出力端子
④RGBコネクタ
⑤電源コネクタ

③ ④

① ②

USB Type-C™アダプター（付属）
裏面
⑤

ペン芯径は、1.0mm。
小さな文字も書きやすい。

フルHD
（IPS＊13方式・ノングレア）

P14▶

Windows Hello対応
指紋センサー＊3

高速無線
LAN規格

ワイヤレス
ミュージック機能＊12

ハイレゾ＊11

P15▶

Windows Hello対応
顔認証センサー＊3＊4

76cm落下
  テストクリア＊14

P13▶

100kgf面加圧
  テストクリア＊14

P13▶

TruRecorder
（トゥルーレコーダー）

Office 2016

P20 -21▶

ビデオ視聴クーポン

裏表紙▶

電⼦ブッククーポン

裏表紙▶

バックライト
キーボード

無
規

イ

1

無線
規格

ハイ

P

線
格

ハバックライト
キーボード

TruNote
（トゥルーノート）

TruCapture
（トゥルーキャプチャ）

dynabook Vシリーズの
詳細はWebで

HDMI® 4K出力＊8

P14▶

TVコネクト
スイート
P18▶

モバイルノートとして 薄いのに強い、軽いのに賢い、というモバイルへ。

P19▶

最新版OS「Windows  10〈Crea to r s  Upda te  適用済〉」がすぐに、安心して使える

「ペイント 3D」など先進機能が追加された最新版OSをプレインストールしているので、動作検証済みで安心してご使用いただけます。

TÜV TÜV

あなたがふだんタブレット、モバイルPC、ノートPCでしていることを、

たった一台でかなえるための珠玉の12.5型、2in1コンバーチブルPC。

その実力はバッテリー駆動約17時間＊1だけじゃない。

薄く軽いボディに色補正も施した高精細の液晶と先進の機能、

過酷なテストをクリア＊10した堅牢性、最新版OSなどが詰まったVシリーズ。

アメリカ国防総省が制定した
MIL規格に準拠したテストをクリア＊10

MIL規格とは、アメリカ国防総省が調達する物資に対して、過酷な環境でも
問題なく利用できるように定められている品質基準。Vシリーズは、MIL規格
（MIL-STD-810G）に準拠した10項目にわたる耐久テストをクリアしました＊10。

※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。

〈10項目のテスト〉 
落下・粉塵・高度・高温・低温・温度変化・湿度・振動・衝撃・太陽光照射

＊1 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが
寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。　＊2 PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の
数値。バッテリー残量が0%を超えている状態で充電した場合は、充電後の駆動時間は7時間以上（JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値）となります。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、
バッテリーの経年劣化によって変化します。　＊3 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に
関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。　＊4 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはが
してください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。　＊5 本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、
お客様の本製品の使用状況により異なります。　＊6 市販のThunderbolt™ 3対応周辺機器が必要です。　＊7 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は、使用環境により異なります。
＊8 付属のUSB Type-C™アダプターを使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。　＊9 SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを
記録媒体とするドライブです。　＊10 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありま
せん。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。 　＊11 市販のハイレゾ対応外付けDACとハイレゾ対応ヘッドホンなどをご使用ください。　＊12 Bluetooth®搭載のスマートフォンとあらかじめ設定(ペアリング設定)を
する必要があります。PCの電源がオンになっている必要があります。　＊13 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。　＊14 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の
耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。
※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

型番・カラー ディスプレイ 軽さ ペン アプリケーションバッテリー
　駆動時間＊1メモリモデル名

V82

V72

V62

CPU Windows Hello
対応認証機能＊3SSD

第7世代インテル® Core™ i7-7500U
プロセッサー 2.70GHz（最大3.50GHz）

顔認証センサー＊4

指紋センサーPV82DMP-NJA

PV72DMP-NJA

PV62DMP-NJA

OS

Windows 10 Home
Creators Update

適用済〈　　　　　     〉

512GB
  高速SSD＊9

256GB
  高速SSD＊9

128GB
  高速SSD＊9

8GB
（交換不可）

4GB
（交換不可）

約1,099g
指紋センサー

付属

Office Home
& Business
Premium
プラス
Office 365
サービス

第7世代インテル®  Core™ i5-7200U
プロセッサー 2.50GHz（最大3.10GHz）

〈明るく色あざやか高精細〉
タッチパネル付き
12.5型ワイド FHD

高輝度・高色純度・広視野角
（IPS＊13方式・ノングレア）

約17時間

6 7

V82・V72・V62 12.5型　2in1  コンバーチブル




