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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）

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。

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。

■型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番
V1/470PMCモデル V1/465CRCモデル
PAV1470PMC PAV1465CRC

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応
プロセッサ モバイルPentium®IIIプロセッサ700MHz モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ650MHz

ACアダプタ接続時：700MHz／バッテリ駆動時：550MHz相当

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

BIOS ROM 1MB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b、高速起動／Legacy Free対応

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
Fine SuperView液晶：14.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※1） SuperView液晶：14.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※1）

1,024×768ドット：1,677万色 1,024×768ドット：1,677万色
ナビパネル（※2） 全角20文字表示、カラーバックライト装備

表示機能 ビデオRAM 16MB
グラフィックアクセラレータ Trident CyberBlade XP（AGP接続）

解像度：表示色数
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（※3）
本体キーボード 90キー(OADG109Aタイプ準拠)、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 オーディオプレイボタン、ジョグボタン
ポインティングデバイス タッチパッド
ハードディスク（※4） 20GB（Ultra ATA対応）
ソフトウェア占有量 約3.0GB 約2.98GB
フロッピーディスク －

補助記憶装置 マルチドライブ：書込み8倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW（※5）、
（固定式）

CD-ROM、
再生時最大8倍速DVD-ROM、

書込み4倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW（※5）、
CD-R/RW､

再生時最大24倍速相当CD-ROM、
再生時最大24倍速相当CD-ROM、

DVD-ROM
12/8cmディスク対応、ATAPI接続

12/8cmディスク対応、ATAPI接続

対応フォーマット（※6）
DVD-ROM、DVD-Video（※7）、音楽CD、CD-ROM、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW､
CD-R、CD-RW､マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ） マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

FAX/通信機能 モデム（※8） データ:最大56Kbps（V.90、ボイスレス、世界47地域対応）、FAX:最大14.4Kbps
サウンド機能 AC 97準拠サウンドシステム、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）

・USB×2（※9）・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

インタフェース ・Line-Out＆光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）（3.5mmΦミニジャック）×1
・モデム（RJ11）×1 ・ビデオ出力（3.5mmΦミニジャック）×1

・i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※10）
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×2
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（※11） リチウムイオン（バッテリパック）

電源
駆動時間 約2.0 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（※12） 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（※13） S区分0.0018 S区分0.0019

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） 315mm（幅）×273.5mm（奥行）×28mm（最薄部）/46mm（高さ）
質量 約2.6kg（バッテリパック装着時）

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、
主な付属品 バッテリパック（本体装着済）、モジュラーケーブル、ビデオ変換ケーブル、

すいすいセットアップビデオ 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

※1. 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。あらかじめご了承ください。※2. 半角文字の入力には対応しておりません。※3. 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。
※4. 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）。※5. 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。CD-RWメディアへ書込む際には、1／2／4倍速対応（マルチスピード）CD-RWメディアをご使用ください。
ハイスピード対応のメディアへの書込みには対応しておりません。※6. 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。※7. 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-Video再生は、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。※8. 内蔵モデムは対応世界47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。K56flexTM には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。※9. 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。※10. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。※11. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間お
よび充電時間は、使用環境により異なります。※12. 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。※13. 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。

■ソフトウェア（V1/470PMCモデル、V1/465CRCモデル共通）

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とな
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）V1/470PMCモデルのみ 注7）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8）［コントロールパネ
ル］の［東芝省電力］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。

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール、●…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 Explorer5.5 ○
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 ○
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 ○マルチメディア プレーヤ Windows®Media Player 7.0 ○
ボイスレコード LIVE MEDIA VOICE （注4） ○
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 WinDVD 2000 （注6） ○
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7） ●
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 自己診断 PC診断ツール ○

オンラインマニュアル ○
省電力設定ユーティリティ （注8） ○

■オプション（V1/470PMCモデル、V1/465CRCモデル共通）

製　品　名 型　番 希望小売価格（税別）
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W） PAME256W 320,000円
バッテリパック 注1） PABAS006 20,000円
フロッピーディスクドライブ（USB） PA2680UJ 15,000円
USBマウス PAMOU001 8,000円
モバイルディスク 注2） MEHDD20A 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※

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

注1）バッテリパックは消耗品です。 注2）お問い合わせ先：モバイルAVサポートセンター 043-303-1770 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。

★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。（有料）
＊受付時間／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）

V1/470PMC   V1/465CRC

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 A1シリーズ
■DynaBook A1/X85PMCモデル、A1/570PMCモデル、A1/465CMCモデル

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

A1/X85PMC

A1/570PMC

A1/465CMC

A4ノートPC A1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。

2001年

春モデル
新登場！

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！

A1シリーズ T1シリーズ

NEW!



V1
Series

A4 Note PC

時間にとらわれない。生活空間に縛られない。

2 3



真にリラックスできる場所がある。そこで自分が自分になれる。
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美しい映画を見たあとは、

なぜ素直な気持ちになれるのだろう。

映画を観る。CDを作る。

自分だけの至福の時間を過ごせる。マルチドライブ
V1/470PMCにはDVD-ROM＆CD-R/RWドライブを一体化したマルチドライブを搭載。一台にクオリティの高い映像と臨場

感あふれる音楽が楽しめるDVDと、オリジナル音楽CDの作成などができるCD-R/RWの機能が凝縮されています。

ハイクオリティな画質と臨場感ある音で
DVDをじっくりと楽しむ。

DVDタイトルを映像のデジタル化によるクオリティ高い画質
と、ドルビーデジタルによる5.1chサラウンド音響で再生でき
ます。V1/470PMCにはDVDプレーヤソフト「WinDVD 2000」
がプレインストールされていますから、DVDタイトルをマルチ
ドライブに挿入するだけで、もうそこはホームシアターに。
5.1chスピーカシステムと大画面TVに接続したり、「ドルビー
ヘッドホン」機能も搭載しているためステレオヘッドホンを
ヘッドホン端子に差し込み、14.1型Fine SuperView液晶
で迫力ある映像と音質を独り占めすることもできます。

WinDVD 2000

自分の感性を焼きつけたい。
Best of My CDをCD-R/RWで作る。

音楽CDを聴いていると、自分だけの気に入った曲だけを集
めて聴きたい、という衝動に駆られるときがありませんか？
それを実現できるのがCD-R/RWドライブです。「EASY CD
Creator 4スタンダード版」を使って、音楽CDの中からお気
に入りの曲をチョイス。V1/470PMCのマルチドライブでBest
of My CDを作り上げることができます。世界でたった一つ
のCDが、あなたの手の中に。

EASY CD Creator 4 スタンダード版

V1/470PMC Multi Drive
DVD-ROM & CD-R/RW Drive

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。

ハッとするリアリティは、ディスプレイのせいかもしれない。

ハイコントラスト、広視野角のFine SuperView液晶
明るく見やすいSuperView液晶が、さらに進化しました。広視野角フィルムを採用することにより、視野角（左右）が約50％UP＊

しました。加えてコントラスト比を約2倍＊UPし、明るい場所でも黒を引き締めひときわ鮮やかに、DVDタイトルなどのクオリティ

高い映像を、ストレスなくTFT液晶で再現することを可能にしています。この映像品質は、あなたの目で見て確かめてください。

＊当社比

Fine
SuperView

PCのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載PCのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載
6 7

※Dolby、ドルビー、Pro Logicおよび
ダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

※画面はハメコミ合成です。



V1/465CRC

質感のよさがハッキリわかるSuperView液晶

V1/465CRCには、DynaBookならではの鮮明画質SuperView液晶を採用しています。インバータ技術の向上により低消費

電力で明るさをUPさせました。色彩豊かな美しい映像が画面いっぱいに広がります。

世界でただ１枚のコレクションCDが作れる。

CD-R/RWドライブ
CDといえば、単に「音楽CD」＝「聴く」だけのものと考えがちです。CD-R/RWは、そこに「CDを作る」楽しみを約束してく

れます。好きな曲だけを集めたり、デジタルカメラのPhotoデータを整理して、あなただけのCDを作る。誰もが１度はトライ

してみたい機能です。

CD作成からCDラベル、CDジャケット
作成までクリエイティブしたいから。

音楽CDやPhotoデータCD、データバックアップCDなどが、
思い通りに作れるソフトです。音楽CDやPhotoデータCDの
作成は、データをドラッグ＆ドロップするだけの簡単操作。
CDラベルやCDケースジャケットは「 JEWEL CASE
CREATOR」を使って、テーマや背景を選んだり、好きな画
像、テキストを入れてクリエイト。オリジナルのデザインでコー
ディネートできます。

EASY CD Creator 4 スタンダード版

CD-R/RW
Drive

SuperView

音
楽
は
、
な
ぜ
夢
を
見
せ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
。

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
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DynaBook V1シリーズをお買い上げのあなたに、もれなくプレゼント！

V1/470PMC & V1/465CRC
光で知る。音を操る。快適な操作感 に親しみを感じる。
ナビパネル＆ジョグボタン。

Navi Panel

Jog Button

どんな場所でも、
ナビゲートしてくれる。

たとえば、暗い部屋でアプリケーションを起動するとき
にも、ナビパネルはやさしい光で文字を表示。もちろん
光は気分に合わせて７色の中から選べます。

パネルを見れば、
その情報が一目でわかる。

バッテリ残量や電源接続の状態、ハードディスクのアクセス状況、音量な
どをナビパネルに表示し、PC本体の多様なステータスをディスプレイを閉
じたままでもチェックできます。また音楽CD再生時のタイトルや新着メー
ル件数、起動アプリケーション名などを表示させたり、お気に入りの言葉
を漢字かな混じりで最大20文字（全角文字）表示することが可能です。

キャンペーン期間中、DynaBook V1シリーズをお買い上げいただいた方にもれなく、
DynaBook V1シリーズにベストマッチする４つのオリジナルアイテムのうち、１点をプレゼント。

メールチェックのドキドキが、
もっと楽しく。

新着メールが来るとメールの着信と件数を知らせます。また着信メー
ルがない場合でもメッセージを表示します。
※Microsoft® Outlook®など、POP3に対応したメールソフトに対応しています。メールチェック機能は
あらかじめ設定が必要です。

本体のケンジントンロック部分にピッタリとアジャストする
キャリングハンドル＊。部屋からテラスへなど、オシャレに持ち
運べます。
＊キャリングハンドルは下記キャンペーン商品です。

指先一つで音量調節。
上下で音量のUp/Down、押すとミュートになります。

持ち運ぶから安全性も考える。

Touch Pad

指先の軽やかな動きで操作する。
スクロール機能付タッチパッド。

クリック・ダブルクリック・ドラッグ＆ドロップ・画
面スクロール機能に加え、自分の操作にあわせ
たオリジナル設定が可能です。

ディスプレイを閉じたまま、CD/DVD＊プレーヤの操作ができます。映画や音楽CDの再生や、
曲送り（早送り）、曲戻し（リワインド）、停止などの操作がワンタッチですばやくできます。
＊VI/465CRCモデルはCD操作のみ　※LIVE MEDIA PLAYER、WinDVD2000に対応

DVDや音楽CDのプレイ操作は、
オーディオプレイボタンでスムーズに。

好きなアプリには、
すぐに会いたい。

ジョグボタンを前後に動かし、インターネッ
ト、メール、CD/DVD＊プレーヤ、デジタル
オーディオの機能を選択してボタンをプッ
シュするだけですばやく
起動することができま
す。またよく使うアプ
リケーションを３つま
で登録でき、クィック
起動ができます。
＊V1/465CRCモデルはCD操作のみ

Audio Play Button

Carrying Handle

再生/一時停止 停止曲戻し 曲送り

USB-HUB

フロッピーディスク
ドライブ

⇔
⇔

⇔
⇔

⇔
⇔

コーディネートにこだわるなら

キャリングハンドル

ヘッドホン

スタイリッシュに使うなら ＜対象機種＞

V1/470PMC、V1/465CRC

＜応募方法＞

�DynaBook V1シリーズを購入する
�商品に同梱された応募ハガキに記載されている
4つのアイテムの中から１点を選び、必要事項を
ご記入の上、50円切手を貼りポストへ投函

※詳しくはhttp://dynabook.com/pc/promo_c/info/v1cam/、もしくは右記にて。

＜お問い合わせ先＞

DynaBook キャンペーン事務局 tel.03-5402-7476

※受付時間：平日9:00～12:00 13:00～20:00（土日・祝日を除く）

●期間中に対象機種をお買い上げの方が対象です。
●本キャンペーンへの応募は商品同梱のキャンペーンチラシについている
応募ハガキによる応募のみです。官製ハガキ、インターネットでのお申
し込みはできませんのでご注意ください。
●商品の発送は、３月下旬より順次発送いたします。商品はお申し込み
いただいてからおよそ2～3週間でお届けいたします。
●尚キャリングハンドルの発送は4月下旬からとなりますのでご了承ください。
●商品到着後の商品の変更・返品はお受けできませんのでご了承下さい。

ジョグボタンのロック機能も備えています。PCを閉じて持ち運ぶときなど、うっかりジョグボ
タンに触れてアプリケーションを起動してしまう、という誤操作をふせぎます。安全性を考慮
した設計です。

持ち運びの時もオシャレにこだわる。

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

＜ブルーベリー＞

＜ライム＞

＜ミント＞

＜オレンジ＞

＜ユーザー登録1＞

＜ユーザー登録2＞

＜ユーザー登録3＞

＜グレープ＞

＜レモン＞

＜ナチュラル＞

Push

Push

期間：2001年5月31日（木）まで（当日消印有効）
DynaBook ORIGINAL DynaBook ORIGINAL

DynaBook ORIGINAL

DynaBook ORIGINAL
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スタイリッシュなフォルムに凝縮されている高水準の性能。 触れるたびに、新たな発見をもたらしてくれるソフト。

オーディオプレイボタン
詳しくは11pをご覧ください。

高輝度14.1型Fine SuperView＊1／SuperView＊2液晶
詳しくは6～9pをご覧ください。

ジョグボタン 詳しくは10pをご覧ください。

タッチパッド
詳しくは11pをご覧ください。

マルチドライブ＊1 or CD-R/RWドライブ＊2

詳しくは6～9pをご覧ください。

USBコネクタ×2

チルトスタンド

Line-Out＆

光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）端子
録再MDプレーヤ等とのデジタル接続を可能にする光デジタル

オーディオ出力端子（S/PDIF）を搭載。また5.1ch対応スピーカシ

ステムを接続すれば、DVD＊1をシアター感覚で楽しめます。

ビデオ出力端子

最薄部28mm、約2.6kgのスタイリッシュフォルム
A4ノートPCをデザイン性と機能性から新設計したスタイリッシュなフォルム。高品質感を維持
しながらホームモバイルを考えた薄さ28mm/軽さ約2.6kgを実現しています。

PCカードスロット×2

マイク入力端子

モデムコネクタ

iLINK（IEEE1394）コネクタ
デジタルビデオカメラで撮影した映像を取り込んで「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。

ヘッドホン出力端子
お手持ちのステレオヘッドホンで臨場感ある高音質サウンドを

実感できます。

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。

ナビパネル 詳しくは10pをご覧ください。

アイスランド、アイルランド、アメリカ、U.A.E、イギリス、イスラエル、イタリア、インドネシア、エジプト、エスト
ニア、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、スリランカ、スロベニア、タイ、台湾、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノ
ルウェー、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガ
ル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、ラトビア、リトアニア、レバノン、ルクセンブルク

Software

DynaBookクイックスタートの中は、「インターネットを楽しむ」、「音楽を

楽しむ」など目的に合わせたカテゴリに分かれており、使いたいソ

フトをすばやく見つけて起動できます。

「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。

英訳

和訳

「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。

Performance
Intel®SpeedStepTM テクノロジ対応モバイルPentium®IIIプロセッサ700MHz＊1
バッテリ駆動時は550MHz相当で動作

モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ650MHz＊2

大容量20GBハードディスク

128MB（最大384MB）＊1／64MB（最大320MB）＊2SDRAM

Windows®がクィック起動、新BIOSを採用
新開発の自社BIOS採用で、パワーONからWindows®が起動するまでの時間を、最大約40%

（当社比）短縮させたクィックスタートを実現しています。

TOSHIBA Audio Manager
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に対応し、CDクオリティを維持したままデータ量を約
1/10に圧縮できる音楽プレーヤです。インターネットからダウンロード
したMP3も一括管理・再生可能です。

筆ぐるめVer.8
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、サンプルレイア
ウトやイラストを使って美しいポストカー
ドを作ることができます。住所管理機能
や音声操作＊機能にも対応しています。
＊別途外部マイクが必要です。

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.

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。

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。

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。

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

※ソフトウェア一覧は、裏表紙をご覧下さい。

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も再生できます。

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。

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。

Ulead Video Studio4 DV

声でインターネット＆Eメール、そしてPC操作。 英語でメールが送れる。英語のホームページが読める。

LaLaVoice 2001

クリックするだけの簡単操作。

DynaBookクイックスタート

Office 2000 Personalをプレインストール。

Microsoft® Office 2000 Personal

The 翻訳インターネットVer5.0
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。

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。

世界47地域対応モデム
データのダウンロードが最大56Kbpsでおこなえる高速FAXモデムを内蔵しています。アジア、ア

メリカ、ヨーロッパなど世界47地域の規格に対応し、インターネットやEメールなどが海外でも使え

ます。地域別の設定は、「内蔵モデム選択ユーティリティ」を使えばワンタッチで切替えることがで

きます。 ※別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

Microsoft®

Word 2000
Microsoft®

Excel 2000
Microsoft®

Outlook® 2000
Microsoft®Shogakukan
Bookshelf® Basic Ver.2.0

Web 文書も易しく作れる
日本語ワードプロセッサ

使いやすい機能豊富な
表計算・グラフ作成ソフト

電子メールや情報管理が
さらに使いやすく

素早く検索できる
マルチメディア総合辞典

＜内蔵モデム対象地域＞

左側面部

右側面部

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

PCのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載
＊1：V1/470PMC ＊2：V1/465CRC
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「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。



機能とカタチにこだわりたい。V1シリーズの２モデル。

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

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

700MHz
Fine SuperView液晶

14.1型
TFT XGA 

1,024×768ドット（1,677万色）

128MB/最大384MB
PC100対応/SDRAM

20GB
（Ultra ATA対応）

2時間

50種類

CD-R/RW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24倍速 CD-ROM

モバイルIntel®CeleronTM

プロセッサ

650MHz
SuperView液晶

14.1型
TFT XGA 
1,024×768ドット（1,677万色）

64MB/最大320MB
PC100対応/SDRAM

20GB
（Ultra ATA対応）

2時間

49種類

ドライブ

C P U

ディスプレイ

メモリ

ハードディスク

バッテリ

ソフト

ビデオ＆目的別取扱説明書で安心して使える

目的別取扱説明書

クリエイティブ

ブック

初めの一冊 パソコンの

基本

ハードウェア

ガイド

トラブル解消

Q&A

すいすい
セットアップ
ビデオ
（同梱）

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、周辺機器は対象外です。
・プレインストールソフトウェアのリカバリサービスは対象外です。（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。
・消耗品（バッテリなど）やACケ－ブル、ACアダプタは対象外です。
・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、その場合は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.
・ピックアップ（引き取り～納品）や出張修理は行なっておりません。海外での問い合わせの場合、
お客様自身によるPCの持ち込みあるいは郵送になります。

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。
各地域への問い合わせにかかる料金はお客様負担となります。

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. 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 タイ 台湾　香港

－2001年2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2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。

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

V1/470PMC
型番：PAV1470PMC ＊オープン価格

V1/465CRC
型番：PAV1465CRC ＊オープン価格

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 な々機器に搭載可能。

●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
BluetoothTMは東芝をはじめとする世界の各社が提唱する最新の無線ネットワーク技術です。

このマークがついた商品はオプションです。

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。

特　長

「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。

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

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

4つのプロバイダの無料接続サービス

※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。

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。 ＊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。

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（GG01-TOS-006）

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。
＊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。

●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。●Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●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2月現在のものです。
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