
圧倒的な画質、音質、堅牢性、長時間駆動。圧倒的な画質、音質、堅牢性、長時間駆動。

さまざまなビジネスシーンで活躍する、さまざまなビジネスシーンで活躍する、
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＊ オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

dynabook KIRA V832/H　型番：PV832HAWE43A41　価格：オープン価格＊

型番：PV832HAWE43 J41　価格：オープン価格＊

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、
使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等を
よくお読みください。

安全に関する
ご注意

通話料無料東芝PCあんしんサポート 0120-97-1048
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合  043-298-8780 通 話 料
お客様負担

デジタルプロダクツ    サービス社　
デジタルプロダクツ＆サービス第一事業部
〒105-8001  東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、
（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インテル、Intelロゴ、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、vPro、Pentium、Celeron、Core InsideおよびIntel Core、Intel SpeedStep、Ultrabook、Ultrabookロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレー
ションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は､Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® 
Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Wake On LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の
権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●CyberLink、MediaShowは、CyberLink Corporationの商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●「 PC引越ナビ」
は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、
東芝はライセンスに基づき使用しています。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm ■PC
本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間
を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（ http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf ）■Windows 8 対応ソフトをご使用くだ
さい。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので､実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく
変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバック
アップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・
取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないで
ください。■本製品に付属の取扱説明書における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、
1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2013年7月現在のものです。

管理番号 PC-890 C  1307016（1）LPこのカタログの記載内容は2013年7月現在のものです。

外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）
本体のディスプレイと同時表示

解像度/
表示色

型  番

モデル名

表示機能

ディスプレイ

ビデオRAM
グラフィックアクセラレーター（※8）（※9）

メモリ
メモリ専用スロット

標準/最大
仕様

プレインストールOS

CPU

チップセット

本体キーボード

キャッシュメモリ
コア数/スレッド数

動作周波数

入力装置

補助
記憶装置

通信機能

駆動時間
充電時間

電源

無線LAN（※11）

Bluetooth（※11）

標準消費電力（※22）（最大）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※23）
環境条件
環境性能レーティング（※25）
外形寸法（突起部含まず）

ポインティングデバイス
SSD
ソフトウェア占有量

インターフェース

Webカメラ
セキュリティ機能

質量
主な付属品
保証（海外保証〈制限付〉を含む）
主なアプリケーション

バッテリー

ACアダプター

サウンド機能（※9）（※16）

128GB SSD（Serial ATA対応）（※10）
約39GB約37GB

最大1,664MB（メインメモリと共用）

約9.5時間（※19）（※20）

インテル® スマート・キャッシュ 3MB
モバイル インテル® HM76 Expressチップセット

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※13）（※14）
インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応（※15）

インテル® Centrino® Advanced-N 6235
IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※12）

1.80GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大2.70GHz）

インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー

0スロット（交換不可）（※2）

8GB（4GB+4GB）/交換不可（※2）

最大1,920×1,080ドット（※5）/1,677万色（※6）

タッチパネル付き 13.3型ワイド（16：9） WQHD  軽量・高輝度TFTカラー  Clear SuperView LED液晶
（省電力LEDバックライト）2,560×1,440ドット（※3）（※7）

最大1,920×1,080ドット（1080P）/1,677万色、HDCP対応（※4）

2コア/4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）

PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応

インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）
87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm

ジェスチャーコントロール付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル

Microsoft Office Home and Business 2013̶

約3.5時間（電源OFF時）/約4.0～8.0時間（電源ON時）（※20）

N区分0.069（AA）　
約12W（45W）

AC100V～240V、50/60Hz（※21）

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク（※27）

ブリッジメディアスロット（※28）

ワイヤレス・ディスプレイ（※11）

1スロット（SDメモリカード（※29）（※30）、SDHCメモリカード（※29）（※30）、SDXCメモリカード（※29）（※30）、マルチメディアカード（※31））

リチウムポリマー（バッテリーパック）（※9）（※18）

有効画素数 約92万画素
BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ

省電力機能 ディスプレイ制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※9）

ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）、
マイク/オーディオ入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）共用×1、USB3.0×3（※17）、HDMI出力端子×1（※4）

約1.35kg（※26）
約316.0（幅）×207.0（奥行）×9.5～19.8（高さ）mm

ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 
あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）

温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※24）
★★★V12

Windows 8  Pro 64ビット（※1）

PV832HAWE43A41
（プレミアムシルバー）

PV832HAWE43J41
（プレミアムシルバー）

dynabook KIRA V832/H

※1.プレインストールされているOSのみサポートいたします。　※2.あらかじめオンボードに8GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。　※3.TFTカラー液晶
ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の
割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。
これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※4.映像機器との接続には、市販の　　　　  の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を
保証するものではありません。 　※5.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。　※6.本体のディス
プレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。　※7.液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好み
によって調整してご使用ください。　※8.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、 PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能は
バッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。　※9.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラ
レーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。　※10.SSDの容量は1GBを10億バイト
で算出しています。リカバリー領域として約16GB、Intel®Rapid Start Technology使用領域として約9GB使用しています。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、Intel® Rapid Start 
Technology使用領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。　※11.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を
受ける場合があります。　※12.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用
できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。　※13.Bluetooth Version 1.1、
1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。　※14.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが
発生する場合があります。　※15.ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビ
またはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。
ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能について
の詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。　※16.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。　※17.USB1.1/2.0/3.0対応。USB
周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※18.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。　※19.社団
法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http：//home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時
構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。　※20.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なり
ます。　※21.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを
お買い求めのうえ、ご使用ください。　※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。　※23.エネルギー消費効率
とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成
率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するもの
ではありません。　※25.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は
70%以上を示します。　※26.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。　※27.2つのマイクでノイズキャンセルして、モノラルマイクとして使用します。　※28.すべて
のメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。　※29.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBの
メディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDメモリカード（miniSDHCメモリカードを含む）、
microSDメモリカード（microSDHCメモリカードを含む）も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用
ください。　※30.SDIOカードには対応しておりません。　※31.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社で
サポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。　※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品と
ソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。　※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデル
や時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。　※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

注1

注2

注3
注4
注5

注6

注7

注8

無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用でき
なくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の
通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用
になる場合は、ホームページhttp：//www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。
Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。
WMV形式の動画を再生した場合、有効となります。
アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカ
バリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリに保存することを推奨します。
ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュー
ターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。
90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態
となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。
OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべて
のファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイル
が破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、
または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。
無料お試し期間中は、ディスク容量1GBまでを30日間預けることができます。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。
30日間（無料お試し期間）以降ご利用になる場合は、ホームページより継続購入手続きを行ってください。デジタル貸金庫について
のお問い合わせは、下記をご覧ください。お客様サポートセンター（E-mail）support@jp.tosafebox.com、（ホームページ）
http://tosafebox.com/contact/index_j.htm

■ 主なソフトウェア対応表
○：プレインストール   ●：ハードディスクからインストールが必要

Windows 8 Pro 64ビット ★ ○
★ ○

★

★

注5）★
★

注6）

★
注7）★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

注8）★

注1）
注2）

注3）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●
Microsoft® IME （Windows 8 標準IME）

CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA

ATOK 2012 for Windows（60日間無償試用版）for TOSHIBA
Windows® Internet Explorer® 10
i-フィルター® 6.0（90日版）

ＯＳ

DTS Studio Sound™

日本語入力システム

インターネット閲覧

Corel VideoStudio

地図

TOSHIBA Recovery Media Creatorリカバリーディスク作成

ＰＣ引越ナビ®データ移行
東芝ファイルレスキューデータ復旧
ハードディスクデータ消去機能データ消去
東芝画面設定ユーティリティ画面設定
インテル® ワイヤレス・ディスプレイワイヤレス・ディスプレイ
Adobe® Reader®PDFファイル表示
東芝お客様登録

ecoモード
ピークシフト
バッテリーライフサイクル

ユーザー登録

東芝PCヘルスモニタPCシステム使用状況監視

デジタル貸金庫（30日間無料お試し付き）クラウド
CyberLink™ YouCam for TOSHIBAカメラ
NAVITIME for TOSHIBAその他

デスクトップアプリメニューサポート

TOSHIBA Active Display Off

TOSHIBA ecoユーティリティ
環境設定

ウイルス検索/駆除
パスワードによる
データ保護、データ金庫

サウンドシステム

動画編集

Windows Media® Player 12【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応 注4）】
MS Flash Player

プレーヤー

マカフィー®アンチセフト インストールウィザード

デジタル全国地図 いつもNAVI（90日版）

ウイルスバスタークラウド™   90日版

インターネット/通信

実用

その他
ユーティリティ

Windows
ストアアプリ

Webフィルタリング

■ 著作権に関するご注意
●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にま
たは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信
などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適
切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意
USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、プレーヤーソフトなどのアプリケーションが動作し
なくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 無線LAN/Bluetooth®対応地域
海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国
/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFに
してください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

環境配慮項目

PCグリーンラベルの
基準（Ver.12）
に適合 

RoHS指令
に対応

「グリーン
購入法」
に対応

省エネ法
（目標年度2011年度）
の基準に対応

「J-Mossグリーン
マーク」に適合

J-Moss
グリーンマーク

■ ハードウェア仕様表

■ 無線LAN/Bluetooth®に関するご注意
本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器の
ほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない
特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあり
ます。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。　※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。
※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。
詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdf をご覧ください。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　②万が一、本製品
と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、
使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。③その他、電波干渉の事例が
発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

2.4 DS/OF  4
無線LAN

2.4 FH  1
Bluetooth®

＊ 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

ワープロ
表計算
メール・情報管理
プレゼンテーションツール
デジタルノート

Microsoft Word 2013
Microsoft Excel 2013
Microsoft Outlook 2013
Microsoft PowerPoint 2013
Microsoft OneNote 2013

Microsoft Office
Home and
Business 2013＊

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

■ オプション対応表 ACアダプター（約175g） PAACA037
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高画質、高音質による圧倒的な表現力で
ビジネスをパワーアップ。
モビリティに優れたタッチ対応 ウルトラブック登場。

タッチ
対応

モデル名
型 番 OS SSD CPUディスプレイ メモリ Webカメラ 軽さ

8GB
（4GB＋4GB）
PC3-12800
（交換不可）

約1.35kg

バッテリー
    駆動時間＊1

約9.5時間128GB
    高速SSD＊2

Office

Office
Home
and

Business
2013

̶

キーボード

バックライト
キーボード

インテル® Core™
i5-3337U
プロセッサー
1.80GHz

（最大2.70GHz）

約92万
画素

Windows 8 Pro
64ビット

タッチパネル付き
13.3型ワイド  WQHD
軽量・高輝度 LED液晶

（省電力LEDバックライト）

カラー

（S）

節  電

TOSHIBA Active Display OffTOSHIBA eco
ユーティリティ

節電への貢献を
総合的にサポート。

高性能
美しく、速く、なめらかに。 Windows 8 を搭載

Windows  8  Pro 64ビット

Office Home and Business 2013
新しいOfficeが、ビジネスを進化させる

インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー
高速処理と低消費電力を高次元で両立

128GB  高速SSD＊2
軽量・高速起動・省電力を実現

十分なキーピッチとキーストロークによる心地いい打鍵感に加え、キートップの中央
に0.2mmのへこみを設けることで指の掛かりがよくなり、快適なタイピングを実現。
また、バックライトはどのキーも均一に明るく、暗がりでもより打ちやすくしました。

インターネットでのテレビ会議などが手軽
に可能。2つのマイクでノイズをキャンセル
するので通話も快適です。

快適

約92万画素 Webカメラ
手軽にテレビ会議ができる

フルサイズ＆バックライトキーボード。キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm
心地いい打鍵感、暗い場所でも入力できる

① ブリッジメディアスロット　② ヘッドホン出力、マイク/オーディオ入力端子　③ USB3.0コネクタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④ 電源コネクタ　⑤ HDMI出力端子　⑥ USB3.0コネクタ×2

［ 正 面 部 ］

①②③

［ 右 側 面 部 ］ ［ 左 側 面 部 ］

⑤④ ⑥

［ 背 面 部 ］

持ち歩きに便利 軽量・小型ACアダプター  質量約175g（ACケーブルの質量除く）

モバイルで威力を発揮する 充実のインターフェース

※画面はハメコミ合成です。

高音質

ヨーロッパの高級車にも採用されている＊3 harman/kardon®ステレオスピーカーを、本機専用にハーマン・インター
ナショナル社と共同開発し搭載。取り付け位置、アンプの性能、机からの反射による反響までも考慮した音響設定を
繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現＊4。プレゼンテー
ションも迫力のサウンドでアピールできます。

専用設計による優れたサウンドクオリティ harman/kardon® ステレオスピーカー

動作周波数1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大2.70GHz）

ecoモード
最適化されたecoモードに一発
切り替え。ディスプレイの明るさや
スリープ状態になるまでの時間
など、めんどうな省電力設定をする
必要はありません。

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯に入ると、
AC電源からの供給を止め、比較的
電力需要の低い夜間に充電して蓄えた
バッテリーを電源として動作させる
電源管理機能です。

バッテリーライフサイクル
バッテリーの充電容量を抑え
てバッテリーの寿命をのばす
「eco充電モード」のオン/
オフ切り替えが可能なソフト
ウェアです。

内蔵のWebカメラで人を感知して、ディス
プレイ表示を自動でON/OFFしてくれる
機能です。少しPCを離れるときも、自動で
こまめにディスプレイをOFFにできるので、
意識せずに節電できます。

PV832HAWE43J41

PV832HAWE43A41

＊1 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）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。　＊2 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。　＊3 搭載しているスピーカーは、車載用スピーカーとは仕様が異なります。　＊4 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。

※PV832HAWE43J41のみ搭載。

堅牢性

マグネシウム合金ボディ
軽量で美しく、しかも強靭

ボディには、見た目が美しく、軽くて
強靱なマグネシウム合金を採用しま
した。天板は、この素材を十分に生かし
ながら、さらに高い質感を実現するために、従来の鋳造製法ではなく、
プレス加工を採用。板材を用いることでフラットな形状を作りやすく、
また、フラットな上面からゆるやかにカーブする側面まで、一体感のある
ヘアライン加工を施して、繊細な美しさを際立たせました。

バスタブ構造、フレームレスキーボード、ハニカムリブ構造
3つの成型技術を結集した高い堅牢性

ボディの美しさを損なうことなく、モバイルに求められる堅牢性も追求。
強度を上げたベースとカバーを組み合わせることで、軽量・薄型ボディ
ながら、より高い剛性を実現しています。

バスタブ構造  ：底面から側面までを一体化し、側面に継ぎ目のない仕上がりを実現
フレームレスキーボード  ：キーを取り囲む梁の部分は厚みを増やし、強度をアップ
ハニカムリブ構造  ：荷重のかかるパームレスト部分の内部を、ねじれに強い構造に

高画質

13.3型ワイド（16：9） WQHD液晶
表示領域が広く、細かい文字も鮮明に表示

WQHD（2,560×1,440ドット）の高精細
液晶を搭載。XGA液晶（1,024×768
ドット）の約4.6倍の情報量を1画面に
表示できるため、情報量の多い資料や
大きなグラフなども、スクロールや縮小
をせずに見ることができます。また、
契約書など、手書き文字
を含む細かい文字も鮮明
に表示させることができ、
お客様への説明なども効率
的に行えます。

文字やデスクトップ
アイコンのサイズを、
表示する資料や情報
に合わせて簡単に変更
できます。

●よく使用する4つのサイズが登録されており、選択するだけでサイズ変更が可能
●画面解像度を変更せずに、見やすくきれいに表示
●サイズ変更に合わせてマウスポインターの移動速度も自動調節され、サイズ
変更後も快適に操作可能

東芝画面設定ユーティリティ
作業に合わせて文字サイズなどを変更し、見やすく表示できる

指先で直感的に操作できる 静電容量式タッチパネル
直感的な操作で、作業をよりすばやく、スムーズに行うことが可能。指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングも施し、またヒンジ部分の
トルクを調整することで、タッチしたときの振動を軽減しています。

2,560ドット

1,440
ドット

■WQHD液晶とXGA液晶との表示比較
WQHD液晶 XGA液晶

1,024ドット

768ドット

WQHD液晶なら、カラフルなグラフも美しく、
細かい文字も鮮明に表示できます。

13.3型ワイド（16：9）
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