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安全に関するご注意

●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「安全に
お使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

！

デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105ｰ8001  東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

■ソフトウェア
◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール、

A1/X85PMC A1/570PMC A1/465CMC●…アプリケーションCD添付のみ （注1）
ＯＳ Microsoft®Windows® Millennium Edition ○ ○ ○
ワープロ Microsoft®Word 2000 ◎ ◎ ◎
表計算 Microsoft®Excel 2000 ◎ ◎ ◎
かな漢字変換 Microsoft®IME 2000 ◎ ◎ ◎
辞書／百科事典 Microsoft®Shogakukan Bookshelf®Basic (注2) ◎ ◎ ◎

ブラウザ Microsoft®Internet Explorer 5.5 ○ ○ ○
People ○ ○ ○
＠nifty ○ ○ ○
AOL ○ ○ ○
BIGLOBE ○ ○ ○

プロバイダ infoPepper ○ ○ ○
サインアップ ODN ○ ○ ○

So-net ○ ○ ○
インターネット/ OCN ○ ○ ○
通信 DreamNet ○ ○ ○

DION ○ ○ ○
Webショートカット 東芝ネットメニュー ○ ○ ○
接続ナビゲーション 簡単インターネット ○ ○ ○
英日/日英翻訳 The翻訳インターネットVer5.0 ○ ○ ○
内蔵モデム選択 内蔵モデム選択ユーティリティ ○ ○ ○

Microsoft®Outlook®2000 ◎ ◎ ◎
メール Microsoft®Outlook®Express 5.5 ○ ○ ○

PostPetTMVer2.0jp ○ ○ ○
路線検索 駅すぱあと ○ ○ ○

実用 はがき作成 筆ぐるめVer.8 ○ ○ ○
地図 プロアトラス2001 ○ ○ ○

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール、
A1/X85PMC A1/570PMC A1/465CMC●…アプリケーションCD添付のみ （注1）

実用 家計簿 てきぱき家計簿マム2Plus/2000 ○ ○ ○
LIVE MEDIA EDIT ○ ○ ○

動画編集 Windows® Movie Maker ○ ○ ○
Ulead Video Studio4 DV ○ ○ ○

動画キャプチャ LIVE MEDIA VIDEO （注3） ○ ○ ○
動画管理ツール Mediapresso ○ ○ ○
エンターテイメント 顔付きMusicDance ○ ○ ○
静止画キャプチャ LIVE MEDIA STILL （注3） ○ ○ ○
画像エフェクト Object Picker ○ ○ ○

LIVE MEDIA PLAYER ○ ○ ○プレーヤ
Windows® Media Player 7.0 ○ ○ ○

マルチメディア ボイスレコード LIVE MEDIA VOICE （注4） ○ ○ ○
顔認識 Smartface （注3） ○ ○ ○
音声認識/音声合成 LaLaVoice 2001 （注5） ○ ○ ○
カラオケ KaraOK!  for Windows® ○ ○ ○
SDMI対応音楽ソフト TOSHIBA Audio Manager ○ ○ ○
画像編集 Ulead Photo Express3 ○ ○ ○
DVD再生 MediaMatics DVD Player ○ ○ ○
CDライティングソフト EASY CD Creator4 スタンダード版 ● ● ●
CDパケットライト Direct CD3 ● ● ●
ウィルス検索/駆除 VirusScan for Windows®（注6） ○ ○ ○
PDFファイルViewer Adobe®Acrobat® Reader 4.0J ○ ○ ○

その他 ユーザー登録 東芝PCお客様登録 ○ ○ ○
ユーティリティ オンラインマニュアル ○ ○ ○

省電力設定ユーティリティ（注7） ○ ○ ○
PC診断ツール ○ ○ ○

製　品　名 型　番 希望小売価格（税別） A1/X85PMC A1/570PMC A1/465CMC

増設メモリ64MB（タイプT） PAME064T 80,000円 ● ● ●

増設メモリ128MB（タイプT） PAME128T 160,000円 ● ● ●

増設メモリ256MB（タイプT） PAME256T 320,000円 ● ● ●

バッテリパック 注1） PA2487U1 30,000円 ● ● ●

バッテリチャージャ 注2） PA2488UJ 35,000円 ● ● ●

モバイルディスク MEHDD20A オープン価格＊ ● ● ●

USBデジタル携帯通信アダプタ IPC5022A 17,800円 ● ● ●

デジタル携帯電話対応モデム IPC5032A オープン価格＊ ● ● ●

USB64Kデータ通信アダプタ IPC5028A オープン価格＊ ● ● ●

PHS64データコミュニケーションカード 注3） IPC5026A オープン価格＊ ● ● ●

USBビデオキャプチャ IPC5031A オープン価格＊ ● ● ●

プリンタ接続ケーブル PWS5453A 6,000円 ● ● ●

15型カラーディスプレイB PVCRT15B 50,000円 ● ● ●

17型カラーディスプレイB PVCRT17B 80,000円 ● ● ●

BluetoothTM PCカ－ド PABTC001 22,000円 ● ● ●

BluetoothTMワイヤレスモデムステ－ション 注4） PABTS001 70,000円 ● ● ●

■ オプション

注1) 本製品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール（MSCSDプログラム）はありません。注2) 検索部のみハ－ドディスクにプレインスト－ルされており、データ部はプレインスト－ルされておりません。（データはCD-ROMに含まれます。）
注3) 別途外部接続カメラが必要となります。注4) ボイスレコードを使用するには、外部マイクが必要になります。注5) 音声入力機能を使用するには別途外部マイクが必要になります。別売りヘッドセットマイクを東芝ダイレクトPC（0120-13-1100）で販売し
ております。他の一部マイクでは上手く認識されない場合があります。またメール読み上げ機能はMAPI対応のメールソフトに対応しています。注6) 新種のウィルスを検出するには、DATファイルの更新が必要です。DATファイルはNetwork Associates web
サイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。注7)［コントロールパネル］の［電源の管理］で設定ができます。
※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。

注1) バッテリパックは消耗品です。 注2)「PA2487U1」用充電器 注3) PCカード接続。 注4) BluetoothTM PC
カ－ド（PABTC001）を2枚同梱。FAX通信ソフトは添付しておりません。
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

モデル名/型番　
A1/X85PMCモデル A1/570PMCモデル A1/465CMCモデル

PAA1X85PMC PAA1570PMC PAA1465CMC

プロセッサ Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応モバイルPentium®Ⅲプロセッサ850MHz（※1） Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応モバイルPentium®Ⅲプロセッサ700MHz（※1） モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ650MHz

キャッシュメモリ 32KB（１次キャッシュ、CPUに内蔵）､256KB（２次キャッシュ、CPUに内蔵） 32KB（１次キャッシュ、CPUに内蔵）､128KB（２次キャッシュ、CPUに内蔵）

BIOS ROM 512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a

メモリ
標準/最大 128MB／384MB（PC100対応、SDRAM） 64MB／320MB（PC100対応、SDRAM）

メモリ専用スロット 1スロット
内部ディスプレイ 15型FLサイドライト付きTFT液晶（※2）1,400x1,050ドット：65,536色 15型FLサイドライト付きTFT液晶（※2）1,024x768ドット：1,677万色 14.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※2）1,024x768ドット：1,677万色

外部ディスプレイ（オプション）（※3） 最大1,600×1,200ドット：65,536色

内部ディスプレイと同時表示（※4） 最大1,400×1,050ドット、走査周波数：垂直60Hz 最大1,024×768ドット、走査周波数：垂直60Hz
表示機能 ビデオRAM 8MB

グラフィックアクセラレータ S3 Savage IX

解像度：表示色数
1,600×1,200ドット：65,536色、1,400×1,050ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：1,677万色、

1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：1,677万色、1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色（※6）
1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色（※5）

本体キーボード 90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.7mm

入力装置 ワンタッチ操作ボタン等 インターネットボタン、オーディオプレイボタン、メールボタン、アプリケ－ションボタン、メール着信ランプ、バスブ－ストボタン

ポインティングデバイス アキュポイントⅡ（スクロールボタン付き）（※7）

ハードディスク（※8） 20GB（Ultra ATA対応）

ソフトウェア占有量 約2.82GB
補助記憶装置 フロッピーディスク 3.5型（1.44MB/1.2MB/720KB）

（固定式）
CD-ROM、CD-R/RW､DVD-ROM

マルチドライブ：書込み8倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW（※9）、再生時最大8倍速DVD-ROM マルチドライブ：書込み4倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW（※9）、再生時最大6倍速DVD-ROM

CD-ROM再生時最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 CD-ROM再生時最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続

対応フォーマット（※10） DVD-ROM、DVD-Video（※11）音楽CD、CD-ROM、CD-R､CD-RW､マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

FAX/通信機能 モデム（※12） データ:最大56Kbps（V.90、K56flexTM対応、ボイスレス、世界27地域対応）、FAX:14.4Kbps

ネットワーク機能 LAN 100Base-TX / 10Base-T（自動認識）

サウンド機能 PCIバス接続サウンドシステム（16ビットステレオ）、サブウーハ－スピーカ付高音質ステレオスピーカ内蔵、全二重対応

PCカードスロット TYPEⅡ×2スロットまたはTYPEⅢ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)
・パラレル（セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応）×1 ・RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1 ・USB×2（※13）

インタフェース ・マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×1 ・ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ・モデム（RJ11）×1 ・LAN（RJ45）×1

・ビデオ出力（3.5mmΦミニジャック）×1 ・i.LINK（IEEE1394）S400 (4ピン）×1（※14） ・光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）×1

セキュリティ機能　 パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット

省電力機能 ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能

バッテリ（※15） リチウムイオン（バッテリパック）

電源
駆動時間 約2 時間（省電力制御あり） 約2.2時間（省電力制御あり）

充電時間 約2～3時間（電源OFF時）/約4～10時間（電源ON時）

ACアダプタ（※16） AC100V～240V、50/60Hz

消費電力
最大 約60W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※17） S区分0.00434 S区分0.00536 S区分0.00459

環境条件 温度5～35℃、湿度20～80％（但し結露しないこと）

外形寸法(突起部含まず) 328mm（幅）×277mm（奥行）×40.7（最薄部）/44.7mm（高さ） 328mm（幅）×273mm（奥行）×38.9（最薄部）/42.9mm（高さ）

質量 約3.5Kg（バッテリパック装着時） 約3.3Kg（バッテリパック装着時）

主な付属品
ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、カスタム・リカバリCD、バッテリパック（本体装着済）、アキュポイントキャップ（予備）、モジュラーケーブル、ビデオ接続ケーブル、

すいすいセットアップビデオ、USBマウス（スクロールボタン付）他

ILW対応（制限付海外保証） あり

プレインストールOS Microsoft®Windows® Millennium Edition

■型番・ハードウェア仕様

※1. プロセッサ・シリアルナンバー機能は出荷時はオフで設定しています。（システムセットアップで切替が可能です）。※2. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。あらじめご了承ください。※ 3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。
解像度に合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は800×600ドット以下の解像度でご覧ください。※ 4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。A1/X85PMCモデルで同時表示する際、1,400×1,050ドット表示時に外部ディスプレイ側の表示が一部欠け
る場合があります。※5. 1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット、640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※6. 800×600ドット、640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、
1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※7. アキュポイントキャップは消耗品です。※8. ハードディスクは、全領域がFAT32で設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。※9．CD-R/RWに書込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。※10 ．対応フォーマットによっては再生ソフトが
必要な場合があります。※11. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVDビデオ再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。※12．内蔵モデムは対応27地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高
速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは搭載しておりません。※13．ＵＳＢ対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。※14. i.LINK（IEEE1394）コネクタはi.LINK対応機器全ての動作を保証するものではありません。※15. バッテリパックは
消耗品です。バッテリ駆動時間及び充電時間は使用環境により異なります。※16. 日本以外の国で使用する場合は別途ＡＣコードが必要になります。ＡＣアダプタの入力定格は、ＡＣ100V時120VAです。※17. 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で除したものです。

★東芝PC総合情報サイト『dynabook.com』

http://dynabook.com/
インターネットで製品情報、プロモーション情報、サポート情報などの最新の情報が
ご覧いただけます。

★東芝PCダイヤル

0570-00-3100
技術的なご質問､お問い合わせにお答えいたします。

＊受付時間／平日：9：00～18：00 土日：9：00～17：30

祝日、年末年始（12月31日～1月3日）を除く

★会員専用『メンバーズクラブ』
http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/
購入後に「お客様（愛用者）登録」をしていただいた会員専用のホームページです。
デスクトップ上のアイコンから登録が可能です。 電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市､大阪市､名古屋市､福岡市､仙台市､札幌
市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話､携帯電話等で上記電
話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。
ご注意：ナビダイヤルでは､ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国
6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で､サポート料金ではありません。（サポート料金は無料です。）

ナビダイヤル 全国共通電話番号

●TOSHIBA Information●

★東芝PC集中修理センタ 0120-86-9192
荷造り不要なピックアップサービスをご利用できます。
＊受付時間／平日：9：00～17：30（祝日、特別休日を除く）

フリーダイヤル

★東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358
東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

★触れて､使える。東芝PCテクノセンタ
●東京／秋葉原（03）3257-3100 東京都千代田区外神田1-8-13  東芝秋葉原ビル1F
●大阪／日本橋（06）6644-2281 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10  東芝日本橋ビル1F
※営業時間10：00～18：30 ＊電話受付 10：15～12：00 13：00～18：15
（祝日・毎週水曜・特別休館日・月末最終営業日を除く）

NEW!
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A1/X85PMCモデル A1/570PMCモデル A1/465CMCモデル
15型SXGA+対応SuperView液晶搭載 15型SuperView液晶搭載 14.1型SuperView液晶搭載

15型 SXGA+
SuperView液晶

ディスプレイ

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応
モバイルPentium®IIIプロセッサ

850MHz

CPU

20GB
（Ultra ATA対応）

ハードディスク

CD-R/RW
DVD-ROM
CD-ROM

ドライブ

128MB
（最大384MB）

メモリ

最大56Kbps/
100Base-TX
10Base-T

モデム& LAN

15型 XGA
SuperView液晶

ディスプレイ

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応
モバイルPentium®IIIプロセッサ

700MHz

CPU

20GB
（Ultra ATA対応）

ハードディスク

CD-R/RW
DVD-ROM
CD-ROM

ドライブ

128MB
（最大384MB）

メモリ

最大56Kbps/
100Base-TX
10Base-T

モデム& LAN

14.1型 XGA
SuperView液晶

ディスプレイ

モバイルIntel®

CeleronTMプロセッサ

650MHz

CPU

20GB
（Ultra ATA対応）

ハードディスク

CD-R/RW
DVD-ROM
CD-ROM

ドライブ

64MB
（最大320MB）

メモリ

最大56Kbps/
100Base-TX
10Base-T

モデム& LAN

オリジナル音楽CDを作れて、DVDも鑑賞できる。
CD-R/RW＆DVD-ROM一体型
マルチドライブ搭載PCならDynaBook。
オリジナル音楽CD作成やDVD鑑賞が1台でできるマルチドライブ搭載DynaBookが、新シリーズでラインナップを充実しました。

「映像を楽しむ」「音楽を遊ぶ」。PCを中心としたデジタルAVライフの楽しさを、この春DynaBookがより一層広げてくれます。

マルチドライブ搭載モデルの充実したラインナップ、画面とCPUで選べる3タイプ。

BluetoothTMPCカード
［型番：PABTC001］

●PC Card Standard TYPEⅡ準拠

BluetoothTM 

ワイヤレスモデムステーション
［型番：PABTS001］

●BluetoothTMPCカード2枚同梱
●最大56kbpsモデム、シリアル（RS232C）コネクタ装備

このマークがついた商品はオプションです。

ILW ILW ILW

画面はイメージです。

PCのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載



オリジナルソフト「TOSHIBA Audio Manager」は、SDMI準拠の著作権保護機能とMPEG-2で採

用されているデータ圧縮技術AAC（Advanced Audio Coding）に対応し、CDクオリティを維持

したままデータ量だけを約1/10に圧縮することができる音楽管理・再生ソフトです。「TOSHIBA

Audio Manager」を使えば、約4,000曲＊もの音楽をハードディスクに“録音”することができ、

DynaBookをジュークボックスのように活用できます。インターネットからダウンロードしたMP3音

楽データも一括管理・再生が可能です。 ＊ハードディスク空き容量17ＧＢとして1曲4ＭＢ換算

音楽を遊ぶ。

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及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、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利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をなされる場合は、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけて頂けますよう、お願い致します。

録音した曲を管理
録音した曲は、“プレイリスト”で管理が可能なので、マイアルバムを作
る感覚で、好きな曲を好きなジャンルごとに整理・名前を
つけて管理することができます。

◆ は、Verance Corporation の商標です。Portions of this protected under copyright law and are provided underlicense by Verance Corporation/4C

DynaBookがジュークボックスになる。

EASY CD Creator 4 スタンダード版

取りこんだ音楽データは、高音質をそのまま、ＡＡＣ形式で
モバイルオーディオプレーヤーに転送することができます。

※モバイルオーディオプレーヤーにデータを転送するには、プレーヤーに付属する
「TOSHIBA Audio Manager」が必要です。プレインストールの「TOSHIBA
Audio Manager」には転送機能はありません。画面は、プレーヤー付属の
「TOSHIBA Audio Manager」です。

モバイルオーディオプレーヤーMEA110AS(G)(P)(D)  詳しくはP.10をご覧ください。

デジタルミュージックをMDに録音する。

光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）を装備しているので、対応したオーディオコンポや録再MDプ

レーヤと接続すれば、音楽データやMP3音楽データをMDにデジタル録音できます。たとえば音楽CD

から好きな曲を集めたプレイリストをDynaBookで再生しながらMDに録音、思い通りのオリジナルMD

アルバムを簡単に作ることができます。

LIVE MEDIA PLAYER TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA Audio Manager TOSHIBA ORIGINAL

お手持ちの音楽CDからお気に入りの曲を集めたオリジナル音楽CD

が作れます。作成したCDはオーディオコンポやカーステレオで楽

しむことができます。またMP3デジタルサウンドなら約160曲*も

CDに保存が可能。音楽以外にもデータCDの作成や大容量データ

のバックアップも可能なので、受け渡しに便利です。

＊650MB容量CD-Rで4MB/１曲換算

＜データ複製＞
データバックアップや大容量データ
の受け渡しにも最適です。

＜CDラベル＆ケースジャケットの作成＞
CDラベルやケースジャケットをデザインできるクリエイトソフトです。

作成したオリジナル音楽CDは、
オーディオコンポやカーオーディオで再生。
※CD-RWは再生できません。

＜CDデータの複製＞
CDの複製も簡単に作成できます。

＜音楽CDの作成＞
音楽データをドラッグ＆ドロップするだけ

で簡単に音楽CDの録音ができます。

録音が終わったらオリジナルMDアルバムが完成。
録再MDプレーヤとDynaBookを接続し、録再MDプレー
ヤの録音ボタンを押します。「LIVE MEDIA PLAYER」
でデジタルミュージックを再生。

※録再MDプレーヤは48KHzに対応した光デジタルオーディ
オ入力端子を搭載した製品をご使用ください。

DVDでホームシアター。
迫力の5.1chサウンドも楽しめる。

Main 
Speaker

Rear Effect
Speaker

Main 
Speaker

Center
Speaker

Super
Woofer

光デジタルオーディオ出力
（S/PDIF）

ビデオ出力

「MediaMatics DVD Player」は、DVD技術を最大限に生かせる機能豊富なDVD再生ソフト

です。マルチドライブにDVDタイトルを挿入し、「MediaMatics DVD Player」を起動。言語切

換や字幕表示＊、音量調節などもボタンを押すだけの簡単操作で、DVDの魅力を余すところな

く堪能できます。

＊対応しているDVDタイトルのみ。

光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）を5.1chスピーカシステ
ムに接続すれば、DVDも映画館なみの臨場感で楽しめます。

映像を楽しむ。

「動画編集に関するご注意」●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なパーソナルコンピュ
ータです。●本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべての
デジタルビデオ（DV）カメラの動作を保証するものではありません。対応するDVカメラについては、ユーリードシステムズ株式会社のホ
ームページ等でご確認下さい。（http://www.ulead.co.jp）●ＤＶの取込み／書出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケー
ションを終了させるか、ハードディスクのデフラグを行って下さい。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保
存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ＤＶ編集中にスタンバイ／ハイバネーション機能を使用しないで下さい。
●ＤＶ使用中はIEEE1394機器のホットプラグ／アンプラグをしないで下さい。

デジタルビデオカメラで撮影した映像をi.LINK（IEEE1394）コネクタで取り込んで、ノン

リニアビデオ編集ができます。タイトルを入れる、動画に豊富なエフェクトをかける、さらに

MP3に対応しているためBGMとして音楽を映像に加えるなど、本格的な編集が簡単にお

こなえます。編集した映像はデジタルビデオテープに保存してテレビで再生できます。

DV端子とデジタルビデオ
カメラを繋いでビデオを

キャプチャします。

ミュージックトラック
好みのBGMを加えます。

テロップトラック
映像タイトルなど
文字を加えます。

ビデオトラック
ドラッグ＆ドロップで映像の
順番の変更、削除など
編集が簡単にできます。

映像の編集

ボイストラック
映像に音声を加えます。
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＜5.1chスピーカシステムイメージ図＞

◆SDMI準拠
SDMI(Secure Digital Music Initiative)はデジタル音楽著作権保護を目的に設立された団体。主にアメリカの大手レコード会社やIT企業などが中核となって活動を
推進しています。「TOSHIBA Audio Manager」は、SDMIの規定に従い、音楽著作権を保護し、健全な音楽文化の発展をサポートします。

◆著作権保護について
いったんＤｙｎａＢｏｏｋに取り込まれた曲は、著作権保護の目的から、モバイルオーディオプレーヤーへの転送は、１曲につき３回まで可能で
す。４つめのプレーヤーにデータを転送する場合は、プレーヤーをＰＣにつなぎ、すでに転送したデータを削除すれば再度転送が可能で
す。また、「ＴＯＳＨＩＢＡＡｕｄｉｏManager」で管理している音楽ファイルは、ＰＣ内で暗号化されているため、バックアップ・リストアには対応し
ていません。システムリカバリやバージョンアップをおこなった場合やシステムクラッシュなどの問題が起きた場合は、取りこんだ音楽ファ
イルが失われることがあります。インターネットからの配信される音楽ファイルのダウンロードには、別途配信もとが定めたソフトが必要に
なるほか、配信サービス各社へのお申し込みが必要となります。

PCのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載

DVD & VIDEO EDIT CD & MD COLLECTION

オリジナル音楽CDを作って、
オーディオコンポやカーステレオで聴く。

タイトルに凝る、エフェクトを効かせる。
簡単操作でビデオ編集ができる。

100種類以上もの「映像効
果」をドラッグ＆ドロップする
だけで簡単にできます。

MediaMatics DVD Player Ulead Video Studio4 DV

編集した映像はテレビで楽しんだり、
メールで送ることもできます。

アンプ

DVDも、ビデオ も、CDも、MDも。
マルチドライブ搭載 だからいろいろできる。

このスケールに
感動！

画面はイメージです。



画像を編集、メールに添付。

デジタルカメラで撮影した画像データをUSBで取り込んで、アルバム形式で簡単に整

理できます。オリジナル写真に文字を入れたり、エッジ、フレームなどのデコレーショ

ンや、ワープ、フォーカスなどさまざまな効果を加え、グリーティングカードを楽しく作

成できます。その他にもWebアルバムやE-mailでの送信、F-DIサービスなど、いろい

ろな用途で活用できます。

Ulead Photo Express 3

デジタルフォトを編集して、オリジナル カードを作る。

ネットメニューをクリックするだけで、「dynabook.com」やさくら銀行の「ブ

ラウザバンキング」などに接続。情報のチェックや金融サービスがすぐに利

用できます。

インターネットをより便利に
楽しくしてくれるツールたち。

行書体や、ペン字体、ポップ体などの書体が標準で用意され、便利なサンプル

レイアウトや豊富なイラストを使って美しいポストカードを簡単に作ることが

できます。また、1度登録を行えば、次からは選択するだけで入力の手間が省

ける住所管理機能や、音声で操作が行える＊便利な機能にも対応しています。

作った画像はメールの文書に添付して

送信。思い出の写真を複数の相手に

サッと送信できます。

筆ぐるめ Ver.8

星効果

ワープ効果

色効果

メールに添付して、パッと送る。

「The翻訳インターネット」は、世界中

の人と気軽にインターネットでメールの交

換やチャットを楽しむことのできる翻訳ソフトで

す。日→英、英→日の相互翻訳が可能で、英語

サイトのブラウザを日本語に翻訳した後、

「LaLaVoice 2001」での読み上げもでき、家族

みんなで楽しくインターネットできる機能を満

載しています。

＜主な機能＞

●クィック翻訳　文章ごとにマウスを当てるだけでその部分を翻訳します。

●ワンタッチ翻訳 文章の一部をコピーすると対訳ビューアに翻訳します。

●チャット翻訳 NetMeetingなどに対応してキーボードを打つそばから翻訳します。

●ページ翻訳 ホームページをスピーディに翻訳します。

The 翻訳インターネットVer5.0 東芝ネットメニュー

PostPetTM Ver.2.0jp

TOSHIBA ORIGINAL TOSHIBA ORIGINAL

その他の選べるプロバイダ接続サービス ●@nifty ●ODN ●BIGLOBE ●So-net ●DION ●OCN 

infoPepper 入会金（2,000円）無料！
最大3ヵ月間※使い放題！

※入会日以降、2回目の課金締め日（毎月20日）までとなります。
People 1ヵ月間使い放題！

AOL 3ヵ月間使い放題！
DreamNet 2ヵ月間使い放題！
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BluetoothTMPCカード
［型番：PABTC001］

希望小売価格：22,000円（税別）
●PC Card Standard TYPEⅡ準拠

●通信モジュールが小さく低消費電力なため様々な機器に搭載可能。

●BluetoothTM 搭載機器同士の接続・切断が簡単。

●無線到達距離は標準約10m、機器により最大約100mまで通信可能。

BluetoothTM 

ワイヤレスモデムステーション
［型番：PABTS001］

希望小売価格：70,000円（税別）
●BluetoothTMPCカード2枚同梱
●最大56kbpsモデム、シリアル（RS232C）コネクタ装備

BluetoothTMとは？
エリクソン、ノキア、インテル、IBM、東芝のプロモーター5社により'98年に提唱され、世界中で

2,000社以上（2001年1月現在）の企業が賛同しているグローバルな無線通信規格です。

英訳

和訳

ポストペットはパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶおちゃ

めなメールソフト。おやつやおもちゃをあげたり、ときどき洗ってあげたりして

ペットとの暮らしを楽しんでください。
http://www.so-net.ne.jp/postpet/
※ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダと

の契約が必要です。
¬1996-2001 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

このマークがついた商品はオプションです。

BluetoothTMで
ワイヤレスインターネット！

●キッチンでインターネットから料理のレシピをダウンロード。家事や
育児の情報もすばやくチェック。

●ベッドで寝る前のインターネットサーフィン。最新情報を入手して、明
日の予定に役立てる。

●ベランダや庭先でもOK。新聞を読むような気軽さで、インターネッ
トのニュースや天気予報をウオッチ。

●会議出席者のPC同士を必要時に簡

単接続＊。

●会議の席上、ワイヤレスで資料や情

報を配付・交換・共有＊。

●途中からの参加や退出も自由＊。

＊標準添付ソフトの「SPANworks2000」を使用。

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及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、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利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をなされる場合は、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけて頂けますよう、お願い致します。PCのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載

ワイヤレスでつないだり、音声ソフトを使え ば、インターネットやEメールがもっと便利。INTERNET & E-MAIL

PHOTO & CARD特　長

4つのプロバイダの

無料接続サービスが

ご利用いただけます。

多彩な加工効果で修正、アレンジ。

日　英
OK!

→→

英語でメールが送れる。
英語のホームページがスラスラ読める。

声でインターネット＆Eメール、
そしてパソコン操作。

LaLaVoice 2001
LaLaVoice 2001は、漢字かな混じり文を読み上げたり、音声入力や音声操作が行える多機能な音声合

成・認識ソフト＊1です。たとえば「LaLaVoiceコマンド」を使えば、マウスやキーボードを使わずにソフトを起

動させたり、メニュー操作ができるので楽しく便利にPCを使いこなせます＊2。

＊1:音声入力機能を使用するには別途外部マイクが必要です。
＊2:使用環境、発声方法、発声内容などによっては、音声を十分に認識できない場合があります。また全ての操作を音声で行うことはできません。

音声だけで文字を入力。
ワードやエクセルにも対応しています。

「LaLaVoiceテキスト」ならマイクを使って文章

を入力したり、文章の読み上げもOK！もちろん

ワードやエクセルにも対応し、エクセルの表に文

字や数字を入力するのも

簡単です。

ソフトの起動や終了、
メニュー操作などを音声で簡単に。

「LaLaVoiceコマンド」を使えば、マウスやキー

ボードを使わずに声でパソコンが操作でき、プロ

グラムの起動やメニュー表示など、

思い通りに操作できます。

マウス操作で作曲が簡単に。キャラクタ
がメロディに合わせて歌います。

「LaLaSong」は、キャラクタが音符に沿って歌

を歌うソフトです。マウス操作で音符を入力し、

歌詞を付ければオリジナルソングが完成！キャラ

クタが可愛く歌います。

今日からうちのウサギの
観察日記を付けます。
ウサギの名前は…

マイクロソフトワードを
起動

ホームページの読み上げもOK！

「LaLaVoiceWeb」を使って、ホームページの内容

を読み上げることができます。すべてのフレーム

や指定したフレームの読み上げもOK。画面を見な

くても情報が入手できます。

新着メールのお知らせやメールの読み上げができます。

LaLaVoiceのアクセサリー、「きこえるメール」はメールが届くと“新し

いメールが○通届いています”と知らせたり、着信メールをキャラクタ

が読み上げます。＊

＊「MAPI」に対応したメールソフトに対応しています。

はるわなのみのかぜのさむさや
たにのうぐいすうたわおもえど

ときにあら…♪

TOSHIBA ORIGINAL

PCは、女性たちの生活圏を
広げる便利なツール…

「BluetoothTM ワイヤレスモデムステーション」と「BluetoothTM PCカード」の組合わせで、

最大100mまでインターネットがワイヤレスでOK。電話回線のコードをつなぐ手間や配線

に煩わされることがないので、アクセスが自由自在。２台のPCとのデータ交換もスムーズに

できます。＊FAX通信ソフトは添付しておりません。

ビジネスシーンでの活用

＊別途外部マイクが必要です。



インターネットやメールはもちろんCD

MP3などのソースの切替えができる

「メディア切替えスイッチ」や、再生・曲送

り等の「オーディオプレイボタン」を装備

し、指先ひとつで操作できます。また、あ

らかじめソフトを割り当てておけばスピ

ーディな起動ができる「アプリケーション

ボタン」も搭載しています。

操作は簡単、ワンタッチでスピーディに。

ノートPCをリードする東芝が開発したアキュポイントは、キーボードのほぼ中央

にあるため、ホームポジションから指をずらすことなく、なめらかな動きでマウ

スカーソルを操作できます。またパームレスト部には、インターネットやワープロ

のページを連続して見たいときに便利なスクロールボタンを装備しています。

スクロールボタン付きアキュポイントII

メールボタン

インターネットボタンメディア切替えスイッチ

アプリケーションボタン

バスブーストボタン

再生/一時停止 停止

曲戻し 曲送り

●i.LINK（IEEE1394）コネクタ ●RGBコネクタ光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）● ●パラレルコネクタ

モデム＆LAN●●USBコネクタ×2

サブウーハースピーカ搭載で、
迫力のステレオサウンドを体感。

●フロッピーディスクドライブ●PCカードスロット

●セキュリティロックスロット

●CD-R/RW&DVD-ROMマルチドライブ

ヘッドホン出力端子●

ボリュームダイヤル● ●ビデオ出力端子

●マイク入力端子

→
→

＜マルチドライブの比較＞

41.5mm

12.7mm

ステレオスピーカと

重低音の再生を高め

るサブウーハースピ

ーカを搭載。

従来再生できなか

った低音域をカバーし、さらに「バス

ブーストボタン」をＯＮにすれば、

サブウーハースピーカの出力が

約2倍に。音楽ＣＤやＤＶＤの音

もパワフルに表現できます。

CD-R/RW＆DVD-ROM一体型「マルチドライブ」を搭載しています。従来のCD-R/RW用とDVD用の

2ピックアップレンズ型ドライブの厚さ41.5mmを、わずか1/3の12.7mmにすることを実現しています。

またマルチドライブでは最速のDVD-ROM8倍速＊読み出しと、CD-R8倍速＊書き込みに対応しています。

オリジナルCDのスピーディな作成もDVDの映画鑑賞もDynaBookなら1台で楽しめます。

＊A1/X85PMCモデル

AVをフルに使いこなせるインタフェース。

録再MDプレーヤ等と接続でき、デジタル高音質で録音できます。また、5.1ch対応ス

ピーカシステムを接続すれば、DVDをシアター感覚で楽しめます。

光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）

クラス最大級15型＊1大画面
SXGA+＊2SuperView液晶。
A4ノートPCでは最大級の15型大画面ＴＦＴ液晶を搭載、さらにA4ノートPCでは最大のSXGA+

1,400×1,050ドットの超高精細画面モードに対応しています。XGA1,024x768ドット表示と

比較して約2倍の情報量を表示可能。高輝度な「SuperView液晶」の採用ですから、映像もクッキ

リ鮮やかです。

＊1：A1/X85PMCモデル、A1/570PMCモデル ＊2：A1/X85PMCモデル

世界27地域対応モデム＊とLANコネクタをダブル装備し、ノートPCの可搬性の

良さを最大限に活用できます。学校や会社では、ネットワークに簡単接続。家では

モデムでダイヤルアップ接続したり、LANコネクタにCATVのケーブルモデムを接続し、インタ

ーネットを楽しめます。持ち運びができるノートPCだからダブル装備の威力を発揮できます。
※別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

環境に応じて活用の幅が広がる、モデム＆LAN。

デジタルカメラ、マウス、外部記憶装置など周辺機器の複数接続が可能です。

USBコネクタを2基装備

Intel®SpeedStepTM テクノロジ対応

モバイルPentium®IIIプロセッサ850MHz＊1/700MHz＊2搭載
モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ650MHz＊3搭載
大容量20GBハードディスク搭載
128MB＊1＊2/64MB＊3SDRAM搭載（最大384MB＊1＊2/320MB＊3）
Office2000 Personal プレインストール
●Microsoft® Word 2000 ●Microsoft® Excel 2000 ●Microsoft® Outlook® 2000
●Microsoft® ShogakukanBookshelf® Basic Ver.2.0

＊1：A1/X85PMCモデル ＊2：A1/570PMCモデル ＊3：A1/465CMCモデル

※本ドライブは
CD-R/RWとDVD-ROMの
2連装ではありません。
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MULTI DRIVE マルチドライブ

ONE TOUCH ワンタッチ

モデム＆LAN

DISPLAY ディスプレイ

PERFORMANCE

INTERFACE

MODEM & LAN

インタフェース

DynaBookならついてて便利！

■USBマウス（スクロールボタン付）

■すいすいセットアップビデオ

■目的別取扱説明書
まずはこれから！�

　　　　　 の使い方が�
イチからわかります�

　対象モデル（DB60C)

LAN

モデム

左側面部

背面部

右側面部

最新OS、Windows®Millennium Editionを搭載

PCのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載

120Hz 300Hz
周波数�

バスブーストON
バスブーストボタンONで�
出力を倍にできます�

バスブーストOFF

従来再生できなかった�
120～300Hz帯をサブウーハーが再生�

出
力�

オーディオプレイボタン

デジタルビデオカメラで撮影した映像を取り込んで専用ソフト「Ulead Video Studio4 DV」で

編集、出力をしたり、ビデオメールの作成ができます。

i.LINK（IEEE1394）コネクタ

バス サウンドBASS SOUND

わずか12.7mmの薄さのCD-R/RW＆DVD一体型ドライブを搭載。

バスブーストボタン

パフォーマンス

ＸＧＡ対応1,024×768ドット表示（15型） SＸＧＡ+対応1,400×1,050ドット表示（15型）

ILW

15型SXGA+
SuperView液晶搭載

A1/X85PMCモデル

15型XGA
SuperView液晶搭載

A1/570PMCモデル

14.1型XGA
SuperView液晶搭載

A1/465CMCモデル

画面と
CPUで選べる
3タイプ

ILW ILW ILW

ILWマーク：安心海外保守サポート（制限付海外保証）対応商品です。

アメリカ、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、
シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、台湾、中国、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、
ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア

基本編

外の世界につながる！�

インターネットやメールの�
使い方がわかります�

　対象モデル（DB60C)

インターネット編

もっといろんなことが楽しめる！�

すぐに使えるソフトを紹介します�
周辺機器のつなぎ方がわかります�

取
扱
説
明
書

活
用
編

M
P
W
0
6
7
5
A

　対象モデル（DB60C)

対
象
デ

活用編

おかしいな、どうしようを�
一緒に解決しましょう�

取
扱
説
明
書

困
た
と
き
は

トラブルですか？�

M
P
W
0
6
7
6
A

　対象モデル（DB60C)

対
象
デ
ル
（

困ったときは…

高画質＆大画面、そしてサブウーハー付高音質ステレオスピーカを搭載。
マルチドライブと先進の機能で、一歩進んだデジタルAVが楽しめる。

＜内蔵モデム対象地域＞

多くの情報をハッキリ表示



●本カタログ掲載の商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。●Intel、Intel Insideのロゴ、SpeedStep、Pentium、CeleronはIntel Corporationの登

録商標または商標です。●Microsoft､Windows、Bookshelf､Outlook､Windowsロゴは､米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。 ●Windowsの正

式名称は､Microsoft Windows Operating Systemです。●EASY CD Creator,Direct CDはAdaptec,Inc.の商標です。●PS/2、XGAは､米国IBM Corp.の登録商標です。●

Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Postpet、ポストペットは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。

●Bookshelf Basicは、株式会社小学館発行の以下の書籍をもとに製作されました。国語大辞典（新装版）©小学館　1998/プログレッシブ英和中辞典（第2版）©小学館　1987/プ

ログレッシブ和英中辞典（第2版）©小学館 1993 ●駅すぱあとは、（株）ヴァル研究所の登録商標です。●©1996-1999 Ulead Systems.Inc.All Rights Reserved.Video Studioは

Ulead Systems社の商標です。●i.LINKとiLINKロゴは商標です。●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。■ハードディスクの容

量は1GBを10億バイトで算出しています。■付属品についてのお問い合わせは､東芝エンジニアリング（株）サービスセンター（本社：044-548-3456）まで。■

Microsoft®Windows®Millennium Edition対応ソフトウェアをご使用下さい。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売

元に動作をご確認下さい。■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

記載された内容及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。■誤操作や故障により､本商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

については､当社は一切その責任を負いませんので､予めご了承下さい。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおい

て一部異なるものがあります。■バッテリ駆動

時間は東芝オリジナルプログラムにより算出

しています。■時計用電池は一定期間内使用

しないと放電し、時間設定がずれることがあ

ります。■本カタログに表記されている数値

及び表現は2001年1月現在のものです。
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映像、音楽、インターネットなど多彩なソフトがうれしいほどギッシリ。

LIVE MEDIA PLAYER
ハードディスクに保存したWAVEファイルやMP3＊サウンドの再生ができます。
プレイリスト機能で音楽の管理が簡単。BASSコントロールで、音楽が表情豊
かに楽しめます。
＊エンコーダソフトはプレインストールしていません。

LIVE MEDIA VIDEO
動画撮影＊、編集ソフトです。取り込んだ動画を編集したりMPEG-4に圧縮して
Mailに添付して送るのも簡単にできます。
＊市販のUSBカメラが必要です。デジタルビデオカメラの編集はできません。

LIVE MEDIA EDIT
撮影したビデオ映像を見ながら編集することができます。さまざまなエフェク
トを入れて、自分だけのオリジナルビデオが簡単に作れます。

LIVE MEDIA STILL
セルフタイマや連写、スライドショー作成、画像編集ソフトのリンクなど、
多彩な機能を満載しています。
※市販のUSBカメラが必要です。デジタルビデオカメラの編集はできません。

Mediapresso
探したいシーンが簡単サーチできる動画管理ソフトです。映像がコマ割りで表
示され、見たいカットをダブルクリックするだけでその画面からスタート。数コ
マだけ拡大して見ることも可能です。

The 翻訳インターネットVer5.0
「The翻訳インターネット」があれば、世界中の人とのコミュニケーションが簡
単。日→英・英→日のダブル翻訳ができ、ホテル、レンタカーなどの予約もス
ムーズにできます。

PostPetTM Ver.2.0jp
小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフトです。
http://www.so-net.ne.jp/postpet/
※ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。
ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダとの契約が必要です。

¬1996-2001 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

LaLaVoice 2001
ホームページやメールの読み上げのほか、音声でのパソコン操作、テキストの
音声入力、楽譜の歌い上げ、スケジュール管理など多彩な機能をそなえた音声
合成・認識ソフトです。

プロアトラス2001
首都圏および大阪、名古屋を収録した電子地図の新版です。地図情報だけでな
く、インターネット情報検索機能を搭載し、料理、宿泊、イベント、高速料金、天
気などもすぐに調べられます。

駅すぱあと
行きたい駅名、交通機関などを選択または入力するだけで、運賃や所要時間
が即座にわかります。「LaLaVoice 2001」の対応で、目的地などを音声＊で
入力することもできます。＊別途外部マイクが必要です。

てきぱき家計簿マム2Plus/2000
便利なレシート入力やスケジュール作成、将来のシミュレーションもOK。

東芝ネットメニュー
アイコンをクリックするだけで、すぐにそのページにアクセスできます。

VirusScan for Windows
コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、発見・駆除ソフトです。

PC診断ツール
CPU、メモリ、ハードディスクなど問題点があれば、解決法をウィザード形式で
提示。PCの調子が今ひとつ、というときにエキスパートでなくても自力で解決
していける便利なソフトです。

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

使いやすい東芝オリジナルソフト
このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために
開発したソフトウェアです。

TOSHIBA ORIGINAL

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

DynaBookの世界がひろがる、ステキなパートナーたち。

動画など、大容量のデータを持ち歩いて屋外で楽しむ。

モバイルディスク［MEHDD20A］オープン価格＊

■モバイルAVサポートセンター　043-303-1770

■アレグレットサポートダイヤル　03-3258-0467

デジタルスチルカメラ／アレグレットM70

Allegretto M70［PDR-M70］希望小売価格：99,800円（税別）
■モバイルAVサポートセンター 043-303-1770

好きなアーティストといつも一緒。デジタル携帯型オーディオプレーヤー

モバイルオーディオプレーヤー
［MEA110AS（G）（P）（D）］オープン価格＊

■モバイルAVサポートセンター 043-303-1770

観たいところが、映画館。低温ポリシリコンTFT液晶採用ポータブルDVDプレーヤー

液晶付ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤー［ＭＥＤ300ＡＳ］オープン価格＊

ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤー［ＭＥＤ200ＡＳ］オープン価格＊

337万画素、大口径3倍ズームレンズで鮮やかに撮る

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

制限事項

・対象地域とのご相談窓口は本体同梱の海外の問い合わせ先をご覧下さい。掲載以外の地域はILWの対象外です。
・現地では、日本語でのご相談はできません。
・ソフトウェアのご相談はできません。本体（キーボード・一部のモデムを除く）の修理に限ります。
オプション機器、周辺機器はできません。
・プレインストールソフトウェアのリカバリサービスはできません。（リカバリはお客様にて実施願います）。
・日本語以外のマニュアルなどの説明はありません。
・ACケ－ブル、ACアダプタ、バッテリは対象外です。
・その他の条件は、日本国内で有効な「保証書」に準じるものとします。
・諸外国によっては修理部品の取り寄せに関税等がかかることがあり、場合によりお客様の
負担になります。諸条件については、ホ－ムペ－ジまたはお買求めの際に同梱されている
「海外保証（制限付）」に記載の海外の問い合わせ先へお問い合わせ下さい。
・グレ－ドアップサービスを行なった商品につきましては、対象外となります。
・ILW有効期間終了後は日本国内での有料修理となります.

その他
本製品は米国原産の製品の組み込み、ソフトウェア・技術を含んでいます。輸出国（お持ち込みになる国）によっ
ては米国の輸出許可が必要です。
詳しくは、「東芝PCダイヤル 0570-00-3100」にお問い合わせください。

ILW（International Limited Warranty）とは
対象PCを海外でご使用になる時は「International Limited Warranty」によりご購入日より1年間、海外の
所定の地域で、下記制限事項の範囲内で無料修理サ－ビスがご利用いただけます。ILWは海外で短期滞在さ
れる個人のお客様向けの保証制度です。

海外保証（制限付）ご利用手続き（東芝国内仕様PC）

「東芝パソコンお客様登録カード」（郵便はがき）のILW欄の「申請する」を選択し、その他空欄の記入事項をうめてご
購入後30日以内に投函して下さい。30日を過ぎますと無効になりますのでご注意下さい。
（新規登録時のみインターネットホームページからの登録ができます）
〈http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/〉
型名、製造番号、購入年月は必ずご記入下さい。記入漏れがありますと無効になりますのでご注意下さい。
申請後、「ILWステッカー」が郵送されますので、本体機器裏に貼り付けて下さい。「ILWステッカー」を貼り付けた本
体機器がILWの対象となります（「ILWステッカー」を貼り付けられていない場合、現地でILW登録機器と見なされ
ない事があります）。 ※郵送によるお申込みの場合「ILWステッカー」返送に約1ヵ月要する場合があります。

海外保証対象地域（世界38地域）

カナダ　アメリカ　オーストリア　ベルギー　デンマ－ク　フィンランド　フランス ドイツ イタリア　オランダ　ノ
ルウェー　ポルトガル　スペイン　スウェ－デン　スイス　イギリス　南アフリカ　イスラエル　クウェ－ト　レバノン
オマ－ン　サウジアラビア トルコ　U.A.E オ－ストラリア　バングラデシュ　中国　C.I.S. 香港　インド　インド
ネシア　マレ－シア　パキスタン　フィリピン　シンガポ－ル　スリランカ　台湾　タイ

－2001年1月現在－

「PC STARS」が「dynabook.com
ダ イ ナ ブ ッ ク ド ッ ト コ ム

」に生まれ変わりました。東芝ＰＣ総合情報サイト「dynabook.com」 http://dynabook.com/（2001年1月現在）

ILW 世界38地域対応のILWで海外でも安心。海外保守サポート（制限付海外保証）

2001年1月から装いも新たに生まれ変わりました。
今まで以上に役立つ情報がいっぱいです。

個人・家庭向け情報

企業向け情報

サポート情報

●製品情報

●プロモーション情報

●MUSEUM

●Entertainment

●カジュアルモバイル

●製品情報

●東芝PCとWindows®2000

●コラム

●導入事例

●プロモーション情報

●お客様登録

●サポート窓口

●モジュールダウンロード

等

※ソフトウェア一覧は、裏表紙をご覧下さい。SOFT

OPTION

HOME
PAGE

目的に応じて選べるラインナップ。 ＊オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

CPU

メモリ

ハードディスク

ワンタッチボタン　等

ディスプレイ

グラフィック
アクセラレ－タ

ビデオRAM

ドライブ

モデム/LAN

コネクタ

バッテリ駆動時間

質 量

ソフト

A1/X85PMCモデル
（PAA1X85PMC）オープン価格＊

A1/570PMCモデル
（PAA1570PMC）オープン価格＊

A1/465CMCモデル
（PAA1465CMC）オープン価格＊

LineUp

128MB/最大384MB
PC100対応/SDRAM

64MB/最大320MB
PC100対応/SDRAM

A4ノートPC A1シリーズ

20GB（Ultra ATA対応）

インタ－ネットボタン　オーディオプレイボタン　メ－ルボタン　アプリケーションボタン メール着信ランプ　バスブーストボタン

SuperView SXGA+

15型TFT 1,400×1,050ドット（65,536色）
SuperView XGA

14.1型TFT 1,024×768ドット（1,677万色）
SuperView XGA

15型TFT 1,024×768ドット（1,677万色）

S3 Savage IX

8MB

マルチドライブ

書込み8倍速 CD-R/書換え4倍速CD-RW
再生時最大8倍速 DVD-ROM 再生時最大24倍速 CD-ROM

データ：最大56Kbps FAX：14.4Kbps /100Base-TX / 10Base-T

マルチドライブ
書込み4倍速 CD-R/書換え4倍速 CD-RW

再生時最大6倍速 DVD-ROM 再生時最大24倍速 CD-ROM

i.LINK（IEEE1394）コネクタ×1 光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）コネクタ×1 USBコネクタ×2
ビデオ出力コネクタ×1 RGBコネクタ×1 PCカードスロット（TypeⅡ）×2 他

約 2時間 約 2.2時間

約3.5Kg 約 3.3Kg

Office 2000 Personal

など51種類

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応
モバイルPentium®Ⅲプロセッサ

700MHz

モバイルIntel®CeleronTM

プロセッサ

650MHz

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応
モバイルPentium®Ⅲプロセッサ

850MHz

6年連続ノートPC世界シェアNo.1※ ※出典：ガートナーデータクエスト世界PC四半期出荷統計/
1994～1999年暦年出荷台数（GG2000-TOS-063）

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。

DynaBookシリーズカタログ

上記モデルの詳しい商品内容については、右記カタログをご覧ください。

A4ノートPC
■DynaBook DB65C/4RCモデル

A4ノートPC T1シリーズ　
■DynaBook T1/460CCCモデル

11

A4ノートPC
2000年 11月

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

14.1型TFT&CD-R/RW搭載…DynaBook DB65C/4RCモデル（型番：PA-DB65C4RC）オープン価格※ ※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

PA-DB65C4RC

A4ノートPC T1シリーズ
2001年 1月

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

14.1型TFT&CD-ROM搭載…DynaBook T1/460CCCモデル（型番：PXT1460CCC）オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

T1/460CCC

2001年

春モデル
新登場！

DB65C/4RCモデル T1/460CCCモデル

＜世界27地域対応＞※9p参照

＊東芝は製品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済み製品のリサイクル）について、開発・
設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には
「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。


