
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）

★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。）
NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますのであらかじめご了承ください。

ナビダイヤル 全国共通電話番号

★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／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）

東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

CL-060©0106500( 2 )DNP

●TOSHIBA Information●

＊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。●Transmeta、Crusoe、Crusoeロゴ、LongRunは米国及びその他の国におけるTransmeta社の商標または登録商標です。
●Intel、Intel Insideのロゴ、SpeedStep、Pentium、Celeron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、
Bookshelf､Outlook､Windowsロゴ、Office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。●駅すぱあとは、（株）ヴァル研究所の登録商標です。●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブル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。また、写真の色は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場
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使用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6月現在のものです。

Libretto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。

ミニノートPC

■Libretto L1/060TNMMモデル、L1/060TNCMモデル

DynaBook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

■A1/X10PMCモデル

ミニノートPC 
2001年 5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。

L1/060TNMM L1/060TNCM

New Libretto Debut.

■Libretto L1/060TNMMモデル（型番：PAL1060TNMM） オープン価格※

■Libretto L1/060TNCMモデル（型番：PAL1060TNCM） 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。

※出典：ガートナーデータクエスト世界PC四半期出荷統計/1994～2000年暦年出荷台数（GG01-TOS-020） DynaBook SS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。

B5スリムPC

■DynaBook SS S1/170PN2Rモデル、S1/170PNMRモデル

B5スリムPC
2001年 2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。

DynaBook SS  S1/170PN2Rモデル（型番：PAS1170PN2R）オープン価格※

DynaBook SS  S1/170PNMRモデル（型番：PAS1170PNMR）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。

S1/170PN2R

S1/170PNMR

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。

A4ノートPC A1シリーズ
2001年 5月

A1/X10PMC

DynaBook A1/X10PMCモデル（型番：PAA1X10PMC） 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。

※出典：ガートナーデータクエスト世界PC四半期出荷統計/1994～2000年暦年出荷台数（GG01-TOS-011）

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。

ノートPC総合カタログ
2001年 6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。

L1/060TNMM   L1/060TNCM

※出典：ガートナーデータクエスト世界PC四半期出荷統計/1994～2000年暦年出荷台数（GG01-TOS-021）

V-Series
V2/470PMC   V2/470CRC

A-Series
A2/580PMC   A2/470CMC



7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/
1994～2000年暦年出荷台数（GG01-TOS-021）

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。

実施中！

V-Series

A-Series

A4ノートPC

シンプル＆快適モバイルを求める人のミニノートPC

画質・音質にこだわる人のフルスペックオールインワンノートPC

時間や空間にとらわれない人のスタイリッシュノートPCA4ノートPCライフスタイルでノートPCを選ぶという発想。

信頼と実績のDynaBook AシリーズとVシリーズ、

そしてLibretto新登場。
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東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell
東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

ミニノートPC

画面はハメコミ合成です。

画面はハメコミ合成です。

画面はハメコミ合成です。



大画面、そして優れた液晶技術でより明るく、美しく。
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東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell
東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

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。

A-Series
A2/580PMC A2/470CMC

Aシリーズ全モデルに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。デジタルによ

るハイクオリティな映像と音が楽しめるDVDと、オリジナル音楽CD作成が自在にできるCD-R/RWの機

能を一台に搭載しています。

映画鑑賞と音楽CD作成が一台でできるマルチドライブ搭載

Multi Drive
DVD-ROM & CD-R/RW Drive

内蔵モデムは、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界44地域に対応。また100Base-TX/10Base-T対応
LANコネクタも装備し、ケーブルモデムによるCATV高速インターネットなどにも簡単に接続できます。

※地域別の設定は「内蔵モデム選択ユーティリティ」で切り替えられます。また、使用する際に別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

＜対象地域については、17pをご覧ください。＞

世界44地域対応モデムとLANインタフェースをダブル装備

Modem & LAN

15型 Display／Fine Super View※

高画質映像と
高音質デジタルサウンドをプレイ

DVD再生ソフト「WinDVD 2000」を搭載し、DVD
タイトルをマルチドライブに挿入するだけで、ホー
ムシアターが実現。ドルビーデジタル5.1chサラウ
ンド対応なので、臨場感あふれる音響で再生でき
ます。また「ドルビーヘッドホン」機能も搭載、お持
ちのヘッドホンをつなぐだけで、迫力ある音質を独
り占めすることもできます。

WinDVD 2000

A2/580PMCモデルに搭載されている「大画面15型Fine SuperView液晶」は、明るさと見やすさで好
評のSuperView液晶にさらに改良を加え、左右視野角が約50％＊、コントラスト比で約2倍＊も向上。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。
＊当社比

音楽CD、データCDなどの
オリジナルCDを簡単操作でクリエイト

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。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。作成した音楽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、CDラベルや
CDケースジャケットをオリジナルのデザインで作成
もできます。

EASY CD Creator 4 スタンダード版

※Dolby、ドルビー、
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。

※CD-RWで作成したオリジナル音楽CDは、
オーディオコンポやカーステレオでは再生
できません。

※A2/470CMCモデルは14.1型 SuperView液晶。
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画面はハメコミ合成です。



＊1:A2/580PMCモデル ＊2:A2/470CMCモデル

＜詳しくは5pをご覧ください。＞

6 7

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が可能。また、5.1ch
対応スピーカシステムの接続もできます。

ボリュームダイヤル
左側面部

背面部

右側面部

性能・操作性・インタフェース・音。
全てが高い次元で完成された機能がそこにある。

＜A2/580PMCモデル＞

●Intel®SpeedStepTM テクノロジ対応モバイルPentium®IIIプロセッサ800MHz

●大容量30GBハードディスク

●メモリ：128MB SDRAM（最大384MB）

＜A2/470CMCモデル＞

●モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ700MHz

●20GBハードディスク

●メモリ：128MB SDRAM（最大384MB）

＜A2/580PMC・A2/470CMCモデル＞

Microsoft® Office XP Personal プレインストール

スクロールボタン付きアキュポイントII

ワンタッチボタン

マルチドライブ
＜詳しくは5pをご覧ください。＞

USBコネクタ×2

i.LINK（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「Panasonic MotionDV
STUDIO Ver.3」で編集、出力をしたりできます。

世界44地域対応モデム＆LAN

RGBコネクタ

パラレルコネクタ

アキュポイントなら、手をホームポジションにおいたまま、なめらかな動き
でマウスカーソルを操作できます。また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。

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、フロントおよびリアのステレオスピー
カ、そしてセンタースピーカからの音響でつつみ込まれるよう
な臨場感を味わうことができ、DVDを映画館なみの迫力で
楽しめます。

5.1ch Sound System

セキュリティロックスロット

PCカードスロット フロッピーディスクドライブ マルチドライブ
＜詳しくは5pをご覧ください。＞マイク入力端子

ヘッドホン出力端子

Main 
Speaker

Main 
Speaker

Center
Speaker

Super
Woofer

Rear Effect
Speaker

光デジタル
オーディオ出力
（S/PDIF）

ビデオ
出力

アンプ

Bass Sound

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�

東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

A2/580PMCモデル

15型 XGA
Fine 

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

800MHz

CPU

マルチドライブ

DVD-ROM＆
CD-R/RW

ドライブ

128MB
（最大384MB）

メモリ

A2/470CMCモデル

14.1型 XGA
SuperView液晶

ディスプレイ

モバイルIntel®

CeleronTMプロセッサ

700MHz

CPU

マルチドライブ

DVD-ROM＆
CD-R/RW

ドライブ

128MB
（最大384MB）

メモリ

高音質ステレオスピーカに加え、重低音の再生を高
めるサブウーハースピーカを搭載しています。
さらに「バスブーストボタン」をONにす
れば、低音域での出力が約2倍に。音
楽CDやDVDの音がパワフルに表現
できます。

バスブーストボタン

A-Series
A2/580PMC A2/470CMC

ハイコントラスト広視野角15型Fine SuperView＊1

明るくきれいな鮮明画質14.1型SuperView＊2 液晶
P e r f o r m a n c e

D i s p l a y

S o u n d

O p e r a t i o n

スクロールボタン付きアキュポイントII
メールボタン

アプリケーションボタン

インターネットボタン

オーディオプレイボタン

バスブーストボタン

メディア切替えスイッチ

1GHz CPUを搭載した

DynaBookAシリーズハイエンドモデルA1/X10PMC

迫力の重低音

映画館なみの臨場感 Intel® SpeedStepTMテクノロジ対応

モバイルPentium®IIIプロセッサ1GHz
モバイルPentium®IIIプロセッサ1GHzを搭載。映
像・音楽など、高度化したアプリケーションでも高
速なパフォーマンスで処理できます。

3Dグラフィックアクセラレータ

nVIDIA® GeForce2 GoTM

nVIDIA社が、ノートPC向けに新たに開発した
「GeForce2 GoTM」をDynaBookで初めて搭載。
高度な3D描画性能で、デスクトップに引けを取ら
ないパフォーマンスを発揮します。

15型SXGA+ SuperView液晶
高輝度SuperView15型ＴＦＴ液晶を搭
載し、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。XGA（1,024×768ドット）と比較し
て約2倍の情報量を表示できます。

A1/X10PMCモデル
型番：PAA1X10PMC 
＊オープン価格

＊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。

※Dolby、ドルビー、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。

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。

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
→
→

オーディオプレイボタン

30GB

HDD

128MB
SDRAM
（最大384MB）

世界56地域
対応モデム
＆LAN

ビデオ出力端子

※本商品の詳しい内容につい
ては「DynaBook A1/X10PMC
モデル」カタログをご覧ください。



マルチドライブとCD-R/RWドライブで選べる２モデル

V2/470PMCモデルには、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。V2/470CRCモデルには、CD-R/RWドライブを
搭載。好きな曲だけを集めてオリジナル音楽CDを作ったり、デジタルカメ
ラの画像を整理して、あなただけのPhotoデータCDを作ることができます。

デジタル高画質＆高音質の魅力を
DVDでじっくり味わう

V2/470PMCモデルに搭載のDVD再生ソフト「WinDVD 2000」で、
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。5.1chスピーカシス
テムと大画面TVに接続したり、また「ドルビーヘッドホン」機能を使って、
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＊

Multi Drive
（DVD-ROM & CD-R/RW Drive）

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。

最新技術のクリア画質

明るく見やすいSuperView液晶がさらに進化しました。V2/470PMCモデルのFine SuperView
液晶は、視野角（左右）が約50％＊、コントラスト比で約2倍＊向上し、バルコニーや庭先などの
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。

Fine SuperView＊

※Dolby、ドルビー、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。
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オリジナル音楽CDやフォトデータCDを
自分の感性でつくる

自分だけの気に入った曲だけを集
めて聴けるのが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、
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

生
活
空
間
を
持
ち
運
ぶ
。
自
由
自
在
に
映
画
や
音
楽
と
過
ご
す
。

V-Series
V2/470PMC V2/470CRC

V2/470PMCモデル V2/470CRCモデル

※CD-RWで作成したオリジナル音楽CDは、オーディオコンポや
カーステレオでは再生できません。

＊V2/470PMCモデルに搭載

＊当社比。V2/470CRCモデルはSuper View液晶。

画面はハメコミ合成です。
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V-Series
V2/470PMC V2/470CRC

快適な操作ができるナビパネルとジョグボタン。
感性を刺激するスタイリッシュな外観とスペック。

Navi Panel（ナビパネル）

暗い場所でも光りが教えてくれる

暗い部屋でアプリケーションを起動するときや音楽再生中に、7色に
変りながらイルミネートします。

ステータスがひと目でわかる

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、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。

メール着信もすぐわかる

新着メールが来るとメールの着信と件数を知らせます。
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® Express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。

安全性も考慮

アプリ起動もワンタッチ
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押すだけですば
やく起動できます。また、よく使うアプリケーションは３つま
で登録して起動が可能です。
＊V2/470CRCモデルはCD操作のみ

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

ジョグボタンのロック機能も備えています。PCを閉じて持ち運ぶ時などに、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、という誤操作などをふ
せぎ、安全性を考慮した設計になっています。

＜ブルーベリー＞

＜ライム＞

＜ミント＞

＜オレンジ＞

＜グレープ＞

＜レモン＞

＜ナチュラル＞

DynaBook Vシリーズをお買い上げのあなたに、もれなくプレゼント！

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＞

DynaBook V1/470PMC、DynaBook V1/465CRC、
DynaBook V2/470PMC、DynaBook V2/470CRC
＜応募方法＞

�DynaBook V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/、もしくは下記にて。

期間：2001年9月30日（日）まで（当日消印有効）

DynaBook ORIGINAL DynaBook ORIGINAL

DynaBook ORIGINAL

DynaBook ORIGINAL

マルチドライブ＊1・

CD-R/RWドライブ＊2

＜詳しくは9pをご覧ください。＞
USBコネクタ×2

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 PCカードスロット

マイク入力端子

i.LINK（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「Panasonic MotionDV STUDIO
Ver.3」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。

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700MHz＊2

最薄部28mm、約2.6kgのスタイリッシュフォルム

20GBハードディスク

128MB（最大384MB）SDRAM

Windows®がQUICK起動する、新BIOSを採用

Microsoft® Office XP Personal プレインストール

＊1：V2/470PMCモデル ＊2：V2/470CRCモデル

左側面部

右側面部

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

Push

Jog Button（ジョグボタン）

Push

＜ユーザー登録1＞

＜ユーザー登録2＞

＜ユーザー登録3＞

V2/470PMCモデル

14.1型 XGA
Fine 

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

マルチドライブ

DVD-ROM＆
CD-R/RW

ドライブ

128MB
（最大384MB）

メモリ

V2/470CRCモデル

14.1型 XGA
SuperView液晶

ディスプレイ

モバイルIntel®

CeleronTMプロセッサ

700MHz

CPU

CD-R/RW

ドライブ

128MB
（最大384MB）

メモリ

チルトスタンド

ハイコントラスト広視野角14.1型Fine SuperView＊1

明るくきれいな鮮明画質SuperView＊2液晶
＜詳しくは9pをご覧ください。＞ ＊1：V2/470PMCモデル ＊2：V2/470CRCモデル

アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界58地域の規格に対応し、インターネットやEメールなどが
海外でも使える高速FAXモデムを内蔵しています。
※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。また、使用する際に別途ソフト
ウェアが必要となる場合があります。

＜対応地域については17pをご覧ください。＞

Modem（モデム）

＊1：V2/470PMCモデル ＊2：V2/470CRCモデル

本体のセキュリティロックスロット部分に装着するキャリング
ハンドル＊。部屋からテラスなどへ、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。

（同梱品ならびにオプション品ではありません。）

Carrying Handle
持ち運びの時もオシャレにこだわる。

＜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。

●応募多数の場合、商品によっては若干お届けが遅くなる場合がございます。

●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ください。

世界

58地域
対応



USBコネクタ×2
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L1/060TNMM L1/060TNCM

マイク入力

ヘッドホン出力

ボリューム

内蔵マイク

PCカードスロット（TYPE II）

ミニRGB i.LINK（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だり、
i.LINK対応機器を接続できます。

Transmeta CrusoeTMプロセッサ

10GBハードディスク

128MB（最大256MB）（PC100対応 SDRAM）

Microsoft® Office XP Personal プレインストール＊

＊L1/060TNCMモデル

世界58地域対応モデム

電源コネクタ セキュリティロックスロット

ワイドSXGA/10型TFT
東芝が開発した低温ポリシリコンTFT液晶を採用し、高輝度・高精細画
面をクラス最大級＊のワイドSXGA対応10型液晶で実現しました。ワイド
SXGA対応1,280×600ドット画面は、800×480ドット画面の約2倍の情報
量を表示し、Webや地図の活用、Excelの表なども最小限のスクロール
で効率よく表示できます。
＊ミニノート

ILW/Modem
（世界38地域対応ILW/世界58地域対応モデム）

Performance
海外出張や海外留学など、PCを海外で使用する場合、安心して使え
るILW（制限付海外保証）により購入から1年間世界38地域で無料修
理サービスが利用できます。また、アメリカ合衆国、アジア、ヨーロッパ
など世界58地域で利用できるグローバルなFAXモデムを内蔵してい
ますから、急な出張や旅行にも安心してお出かけになれます。世界に
強い東芝ならではのサービス＆サポートです。
＜対象地域については、17pをご覧ください。＞

コ
ン
パ
ク
ト
さ
の
中
に
秘
め
ら
れ
た

モ
バ
イ
ル
の
た
め
の
快
適
性
能
。

20.5mm :Slim/約1.1kg :Light
B5システム手帳よりも小さい268mm×167.2mm、薄さ20.5mm（最薄部）のスリム
なボディ、軽さ約1.1Kgを実現しています。そのまま持って歩いても違和感のない
スタイリッシュなフォルム、シンプルだけれどモバイルに必要な機能はしっかりと備
えています。

約14Hours:Long Battery＊1 ＊2

低消費電力CPUの採用により、標準バッテリ使用
時で最大約4.5時間＊1、大容量バッテリ＊2使用時
では最大約14時間の画期的なバッテリ駆動が可
能。さらに東芝独自の省電力設定ユーティリティを
使用すれば、きめ細かい電源の管理が可能です。
＊1：最長時間はバッテリの満充電時から電源を入れただけの状態に
おける計測値です。ご利用状況により異なります。

＊2：大容量バッテリパックはオプションです。

アキュポイントⅡ（スクロールボタン付き）を装備してい

ます。クリックボタン手前にあるスクロールボタンでホー

ムページやワープロ文書の連続スクロールができます。

アキュポイントⅡ

左側面部

右側面部

L1/060TNCMモデルL1/060TNMMモデル

大容量バッテリパック（約480g）※

（PABAL005）

希望小売価格：40,000円（税別）
※バッテリパックは消耗品です。

18mm :Keypitch Keyboard
B5サイズよりもコンパクトなボディに、B5ノートPC＊1と同じ18mmキーピッ
チのキーボードを搭載。クラス最大＊2のワイドキーピッチと快いタッチ感の
ある2mmのキーストロークで、モバイルでの入力は快適そのもの。ポイン
ティング・デバイスにはアキュポ
イントII（スクロールボタン付き）
を採用しています。
＊1:DynaBook SS
＊2:ミニノート

PCカード型HDD

モバイルディスク2GB
1.8型、55g、薄さ5mmの
2GBの記憶容量。
PC CARD Standard TYPEⅡ準拠。
［型番：PAMHD002］
オープン価格※

「モバイルディスク2GB」
お問合せ先変更のお知らせ
お問合せ先が変更いたしました。

おかけ間違いのないようご注意ください。

東芝モバイルAVサポートセンター
043-303-1770

▼
東芝PCダイヤル

0570-00-3100

フロッピーディスクドライブ（USB）（約280g）
［型番：PA2680UJ］
希望小売価格：15,000円（税別）

CD-R/RWドライブ（PCカード接続）＊
［型番：PACDR002］
オープン価格※

＊本体/約200g、ケーブル他/約190ｇ
電源は別途ACアダプタで対応します。

USB MOドライブ＊

［型番：IPC5034A］
オープン価格※

＊電源は別途ACアダプタで対応します。
モデム

※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。また、表示されている価格は2001年6月1日現在のものです。

このマークがついた商品はオプションです。

DynaBook SS

B5ノートPC＊1

同等サイズ

キーピッチ18mm（実物大）

1280dot

600
dot

800dot

480dot

Libretto ff 1100Vと比較

＜対応地域については17pをご覧ください。＞

＜リブレットを使いこなすための周辺機器＞

アプリケーションモデル



話題のMicrosoft® Office XP Personal、音声ソフトから映像・音楽ソフトまで、すぐに使えるソフトをインストール。

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。

DynaBook及びLibrettoには、「インターネットを楽しむ」、「音楽を

楽しむ」など、目的別のカテゴリに分かれた「クイックスタート」のメ

ニューがあり、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 と々気

軽にインターネットでメールの交換やチャットを

楽しむことができる翻訳ソフトです。日→英、

英→日の相互翻訳により、英語サイトを日本語

に翻訳したり、日本語で書いたメールを英語に

変換できます。また、「LaLaVoice 2001」で読

み上げることもできます。

＜主な機能＞

●クイック翻訳 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。

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）機器の動作を保証するものではありません。対応するDV機器については、松下電器産業株式会社のホームページ等でご確認くだ
さい。（http://www.panasonic.co.jp/avc/video/DIGICAM/mdv/sousa.htm）●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。

PostPetTM Ver.2.04jp
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。

SUPER2本パック（圧縮SUPER・分割SUPER）

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

PCとデジタルビデオカメラをi.LINK（IEEE1394）コネクタで接続して映像を取り込んだり、撮影

したビデオクリップを易しい操作で編集できます。ノンリニア編集とテープ（リニア）編集のどちら

にも対応し、両方の長所を生かしたハイブリッド編集もできる本格派。場面の切り替え（トランジシ

ョンエフェクト）、ビデオエフェクト、3Dアレンジ、オーディオミックス、タイトル制作など、豊富な素材

が用意されていますので、試しながら思い通りに編集がおこなえます。

映像の配置
DV端子とデジタルビデオカ
メラをつないで映像を取り
込むことができます。

入力トラック
デジタルカメラの動画映像が表示されます。

編集トラック
ビデオ効果、シーン間の効果、3次元アレンジ、文字タイ
トル等を操作できます。

簡単操作でビデオ編集ができる。

動画ライブラリ
動画ライブラリから編集ト
ラックにドラッグ・アンド・
ドロップするだけの簡単
操作です。

Panasonic MotionDV  Studio Ver.3.0

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

簡単スタートの便利ツール

クイックスタート

Microsoft® Officeがさらに進化

Microsoft® Office XP Personal＊

The 翻訳インターネットVer 5.0

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:DynaBook Aシリーズ及びVシリーズでは音声入力機能を使用する際、またLibrettoでは認識効率を上げるために、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、
キャラクタがメロディを歌います。

「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。

Microsoft®Word 2002 

使いやすい機能が豊富な表計算・グラフ作

成ソフト。強力な情報分析ツールも便利です。

Microsoft®Excel 2002  

電子メールや個人情報管理のほか、インター

ネットを使ったスケジュール管理もできます。

Microsoft® Outlook® 2002  

国語、英和などの辞書を使い分けを気にせず

高速に検索できるマルチメディア総合辞典。

Microsoft®

Bookshelf® Basic Ver.3.0

TOSHIBA ORIGINAL

DynaBookがジュークボックスになる。

TOSHIBA Audio Manager

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、多く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。また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。

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

「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。

14 15
東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell
東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

Software

■ソフトウェア

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) DynaBook AシリーズおよびVシリーズで
は音声入力を使用する際、またLibrettoでは認識効率を上げるために別途外部マイクをお使いください。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3) V2／470CRCモデルを除く。注4) 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5)［DynaBookクイックスタート］［Librettoクイックスタート］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、 A2/580PMC V2/470PMC
L1/060TNMM L1/060TNCM

●…アプリケーションCD添付のみ（注1） A2/470CMC V2/470CRC
ＯＳ Microsoft®Windows®Millennium Edition ○ ○ ○ ○

ワープロ Microsoft®Word 2002 ◎ ◎ － ◎
Microsoft® Office 表計算 Microsoft® Excel 2002 ◎ ◎ － ◎
XP Personal メール Microsoft® Outlook® 2002 ◎ ◎ － ◎

辞書／百科事典 Microsoft® Bookshelf®Basic Ver.3.0 ◎ ◎ － ◎

かな漢字変換
Microsoft® IME 2002 ◎ ◎ － ◎
Microsoft® IME 2000 － － ○ －

ブラウザ Microsoft® Internet Explorer5.5 ○ ○ ○ ○
＠nifty ○ ○ ○ ○
AOL ○ ○ ○ ○
BIGLOBE ○ ○ ○ ○
infoPepper ○ ○ ○ ○
ODN ○ ○ ○ ○

プロバイダ So-net ○ ○ ○ ○
サインアップ OCN ○ ○ ○ ○

DreamNet ○ ○ ○ ○
インターネット/ DION ○ ○ ○ ○
通信 TTNet ○ ○ ○ ○

ぷらら ○ ○ ○ ○
ADSLサインアップソフト eAccess ○ ○ ○ ○
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Ver 5.0 ○ ○ ○ ○
内蔵モデム選択 内蔵モデム選択ユーティリティ ○ ○ ○ ○

メール
Microsoft®Outlook®Express 5.5 ○ ○ ○ ○
PostPetTMVer 2.04jp ○ ○ ○ ○

路線検索 駅すぱあと ○ ○ ○ ○
圧縮／解凍・分割ツール SUPER2本パック（圧縮SUPER・分割SUPER） ○ － ○ ○

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 ○ ○ － －

動画編集
Windows®Movie Maker ○ ○ ○ ○
Panasonic MotionDV STUDIO Ver.3.0 ○ ○ － －
LIVE MEDIA PLAYER ○ ○ － －プレーヤ
Windows®Media Player 7.0 ○ ○ ○ ○

音声認識/音声合成 LaLaVoice 2001 （注2） ○ ○ ○ ○
マルチメディア 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3） ○ ○ － －
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4） ○ ○ ○ ○
PDFファイルViewer Adobe®Acrobat® Reader 4.05J ○ ○ ○ ○

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5） ○ ○ ○ ○
PC診断ツール ○ ○ ○ ○

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

オリジナルカードを作る。

＜その他の便利なソフト＞

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、

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。

圧縮／解凍・分割ツールを搭載。ファイルやフォル

ダの圧縮・解凍やハードディスクの圧縮にも対応

し、パスワードも設定できます。分割ツールを使え

ば、フロッピーディスクに入りきらないデータでも分

割して持ち運ぶことができます。

Office XP Personalには数々の使いやすい新機能が追加されています。たとえば、「スマートタグ」で

は作業内容に応じて「タグ」が自動的に表示され、必要な情報が必要なときに提示されます。また

新たに設けられた「作業ウィンドウ」では、関連した機能を一覧表示することで、スピーディな操作が

おこなえるようになっています。このほかグループでの共有機能が強化され、ビジネスでもパーソナ

ルでも高いパフォーマンスで使えます。 ＊Libretto L1/060TNMMを除く。

洗練された文書入力・編集環境で、文書をイ

メージ通りに作れる日本語ワードプロセッサ。

東芝「VOICE BAR（別売）＊1＊2」で録音した音声をテキストに変換

「VOICE BAR（別売）＊1＊2」で録音した音声は別売の「PCアプリケーションキット＊2（DMR-KITV）」を使用してPC
へ音声データを転送。転送された音声データは「LaLaVoiceテキスト」でテキストに自動変換され、キーボー
ド入力の手間を省いてレポート作成などをスピーディにサポートします。
（録音モード：スーパーHQモード マイク感度：口述）
＊1：DMR-1800V/DMR-900V ＊2：お問い合わせ先：ボイスバーパソコンサポートダイヤル（有料）0570-05-7000
※SPモードやマイク感度「会議」で録音した音声は音声認識できません。録音環境により、音声認識率は変動します。
また会議等で同時に、複数の人が話す場合には音声認識には対応できません。



目的で選べる。ライフスタイルで選べる。
多彩なラインナップ。

世界で使える。世界で安心。
東芝ノートPC。

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、周辺機器では対象外です。
・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、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.
・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。

内蔵FAXモデムはアジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界58＊地域に対応。
旅行や出張時にも現地対応のモデムを探す手間なく、インターネットでの情報検索や電子メールでのコミュニケーションが手軽におこなえます。
※地域別の設定は「内蔵モデム選択ユーティリティ」で切り替えられます。別途ソフトウェアが必要となる場合があります。
＊DynaBook Vシリーズ及びLibrettoのみ。DynaBook Aシリーズは44地域です。

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 バングラディッシュ 中国　C.I.S（ロシア） 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　オ－ストラリア

－2001年4月現在－

ILW 世界38地域対応のILW。海外保守サポート（制限付海外保証）

海外でもインターネット。グローバルに対応した内蔵モデム

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。

Windows® XP Ready PCは、高い信頼性とパフォーマンスを持つ次世代OS、Windows® XPへ最もスムーズに移行

できるPCです。東芝はマイクロソフトとの密接な連携により、お客様に最新のPC環境をいち早くご提供いたします。

*このPCは、Microsoft®Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。
ハードウェアドライバが必要な場合はWindows® XP発売後、東芝よりご提供します。
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東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell
東芝のPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

-----------

20GB
（Ultra ATA対応）

20GB
（Ultra ATA対応）

10GB
（Ultra ATA対応）

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、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、スウェーデン、スイス、
C.I.S（ロシア）、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、
リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E、バングラディッシュ、中国、インド、
インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、香港、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド

＜DynaBook Vシリーズ内蔵モデム対象58地域＞

カナダ、アメリカ 、オーストリア、ベルギー、デンマーク、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、スウェーデン、スイス、
C.I.S（ロシア）、イギリス、ギリシャ、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、アイルランド、マルタ、イスラエル、クウェート、レバノン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E 、
バングラディッシュ、中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、香港、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド

＜DynaBook Aシリーズ内蔵モデム対象44地域＞

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、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、スウェーデン、スイス、
C.I.S（ロシア）、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、
リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E、バングラディッシュ、中国、インド、
インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、香港、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド

＜Libretto内蔵モデム対象58地域＞

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

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

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

最大約2時間 最大約2時間 最大約14時間＊1/最大約4.5時間＊2

30GB
（Ultra ATA対応）

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

800MHz
Fine SuperView液晶

15型
TFT XGA 

1,024×768ドット（1,677万色）

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

128MB/最大384MB
PC100対応/SDRAM

A2/580PMC
型番：PAA2580PMC 

＊オープン価格

A2/470CMC
型番：PAA2470CMC 

＊オープン価格

V2/470PMC
型番：PAV2470PMC 

＊オープン価格

V2/470CRC
型番：PAV2470CRC 

＊オープン価格

L1/060TNMM
型番：PAL1060TNMM 

＊オープン価格

L1/060TNCM
型番：PAL1060TNCM 

＊オープン価格

モデル名

型番

など46種類 33種類

V-SeriesA-Series

モバイルIntel®CeleronTM

プロセッサ

700MHz
モバイルIntel®CeleronTM

プロセッサ

700MHz

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

700MHz
Transmeta CrusoeTMプロセッサ

TM5600600MHz

SuperView液晶

14.1型
TFT XGA 

1,024×768ドット（1,677万色）

SuperView液晶

14.1型
TFT XGA 

1,024×768ドット（1,677万色）

Fine SuperView液晶

14.1型
TFT XGA 

1,024×768ドット（1,677万色）

低温ポリシリコン液晶採用

10型
TFT ワイドSXGA 

1,280×600ドット（1,677万色）

128MB/最大384MB
PC100対応/SDRAM

128MB/最大256MB
PC100対応/SDRAM

など37種類など44種類など45種類

＊1：大容量バッテリ ＊2：標準バッテリ

モデム



■オプションA2／580PMC A2／470CMC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 30,000円

増設メモリ128MB（タイプT） PAME128T 60,000円

増設メモリ256MB（タイプT） PAME256T 120,000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2GB PAMHD002 オープン価格※

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

USB MOドライブ IPC5034A オープン価格※

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

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。

（2001年6月1日現在）

■型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番
V2／470PMCモデル V2／470CRCモデル
PAV2470PMC PAV2470CRC

プロセッサ
Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応

モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ700MHzモバイルPentium®IIIプロセッサ700MHz（※1）

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）
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（※2） SuperView液晶：14.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※2）

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（※3） 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（※4）
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（※5） 20GB（Ultra ATA対応）
ソフトウェア占有量 約3.6GB 約3.5GB
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（※6）、
（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（※6）、
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（※7）
DVD-ROM、DVD-Video（※8）、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（※9） データ:最大56Kbps（V.90、ボイスレス、世界58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（※10）・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（※11）
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（※12） 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（※13） 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（※14） S区分0.00183 S区分0.00169

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
アプリケーション Microsoft® Office XP Personal

※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換が可能です）。 ※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。あらかじめご
了承ください。※3. 一部の半角文字の入力には対応しておりません。※4. 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。※5. 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）。※6. 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。※7. 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。※8. 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。※9. 内蔵モデムは対応世界58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。※10. 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。※11. 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。※12. 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。※13. 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。※14.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。

※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。あらじめご了承ください。※ 2. 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。ディスプレイの接続には同梱のミニRGBケーブルが必要です。※ 3. 内部ディスプレイと外部ディスプレイに同じイメージを表示す
ることはできません。表示例（内部ディスプレイ：1,280×600ドット65,536色／外部ディスプレイ：1,024×768ドット65,536色など）※ 4. 1,024×
600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、1,280×1,024ドット、1,024×
768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。※5. アキュポイントキャップは消耗品です。※6. 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）。※7. 内蔵モデムは対応世界58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。※8. 同梱されているミニRGBケーブルが必要です。※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61VA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。※14. リカバリの際には別途CD-R/RWドライブ（PACDR002）が必
要となります。またこれ以外のドライブを使用する場合は、フロッピーディスクドライブ（PA2680UJ）が必要となる場合があります。

■型番・ハードウェア仕様

モデル名／型番
L1／060TNMMモデル L1／060TNCMモデル
PAL1060TNMM PAL1060TNCM

プロセッサ
Transmeta CrusoeTMプロセッサ

TM5600 600MHz
キャッシュメモリ 128KB（1次キャッシュ、CPUに内蔵）、512KB（2次キャッシュ、CPUに内蔵）
BIOS ROM 512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b

メモリ
標準/最大 128MB／256MB（PC100対応、SDRAMうち16MBはシステムで使用）
メモリ専用スロット 1スロット
内部ディスプレイ 10型FLサイドライト付き低温ポリシリコンワイドTFT液晶（※1）1,280×600ドット：1,677万色
外部ディスプレイ（オプション）（※2） 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 マルチディスプレイ表示に対応（※3）

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、1,280×1,024ドット：1,677万色、1,280×600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（※4）

入力装置
本体キーボード 84キー（OADG109Aタイプ準拠）、キーピッチ：18mm、キーストローク：2mm
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）（※5）

補助記憶装置 ハードディスク（※6） 10GB（Ultra ATA対応）
（固定式） ソフトウェア占有量 約1.7GB 約2.3GB
FAX/通信機能　 モデム（※7） データ:最大56Kbps（V.90対応、ボイスレス、世界58地域対応）、FAX:14.4Kbps
サウンド機能 AC-Link接続サウンドシステム（16ビットステレオPCM）、マイク、スピーカ内蔵、全二重対応
PCカードスロット TYPEⅡ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）

・RGB（専用）×1（※8）・USB×2（※9）

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
・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、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（※11） リチウムイオン（バッテリパック）
駆動時間 標準バッテリ：約3.5～4.5時間、大容量バッテリ接続時：約11～14時間（省電力制御あり）

電源
充電時間

標準バッテリ：約3時間、大容量バッテリ接続時：約4.5時間（電源OFF時）／
標準バッテリ：約3時間以上、大容量バッテリ接続時：約5.5時間以上（電源ON時）

ACアダプタ（※12） AC100V～240V、50/60Hz

消費電力
最大 約30W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※13） S区分0.00168

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） 268mm（幅）×167.2mm（奥行）×20.5（最薄部）/29.3mm（高さ）
質量 約1.1Kg（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（※14）、

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）、ミニRGBケーブル、モジュラーケーブル 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
アプリケーション － Microsoft® Office XP Personal

■ 型番・ハードウェア仕様

モデル名／型番
A2／580PMCモデル A2／470CMCモデル
PAA2580PMC PAA2470CMC

プロセッサ
Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応モバイル

モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ700MHzPentium® IIIプロセッサ800MHz（※1）

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 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）
メモリ専用スロット 1スロット

Fine SuperView液晶： SuperView液晶：
内部ディスプレイ 15型FLサイドライト付きTFT液晶（※2） 14.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※2）

1,024×768ドット：1,677万色 1,024×768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1,024×768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、1,280×1,024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（※5）
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 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）（※6）
ハードディスク（※7） 30GB（Ultra ATA対応） 20GB（Ultra ATA対応）
ソフトウェア占有量 約3.3GB

補助記憶装置 フロッピーディスク 3.5型（1.44MB/1.2MB（※17）/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（※8）、

再生時最大8倍速DVD-ROM、再生時最大24倍速相当CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続
対応フォーマット（※9） DVD-ROM、DVD-Video（※10）、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（※11） データ:最大56Kbps（V.90、K56flexTM対応、ボイスレス、世界44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（※12）
・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

・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（※13） ・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（※14） 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 8時間以上（電源ON時）
ACアダプタ（※15） 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（※16） S区分0.00456 S区分0.00521

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）
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）、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
アプリケーション Microsoft® Office XP Personal

※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。あらか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。※5. 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。※6. アキュポイントキャップは消耗品です。※7. 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）。※8. 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。※9. 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。※10. 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。※11. 内蔵モデムは対応世界44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。※12. 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。※13. 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。※14. 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。※15. 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。※16. 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。※17. 1.2MB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。
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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）

BluetoothTMPCカード
［型番：PABTC001］
希望小売価格：22,000円（税別）
●PC Card Standard TYPEⅡ準拠

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
「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 ●TTNet

ADSL接続サービス●eAccess

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

3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。

A-Series V-Series

OptionHardware

A-Series

■オプションV2／470PMC V2／470CRC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 30,000円

増設メモリ128MB（タイプT） PAME128T 60,000円

増設メモリ256MB（タイプW） PAME256W 120,000円

バッテリパック 注1） PABAS006 20,000円

モバイルディスク2GB PAMHD002 オープン価格※

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

デジタル携帯通信アダプタ 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2） IPC5026A オープン価格※

USBビデオキャプチャ IPC5031A オープン価格※

USB MOドライブ IPC5034A 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3） PABTS001 70,000円

注1) バッテリパックは消耗品です。注2) PCカード接続。注3) 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。

（2001年6月1日現在）

V-Series

■オプション L1／060TNMMモデル L1／060TNCM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U） PAME064U 30,000円

増設メモリ128MB（タイプU） PAME128U 60,000円

バッテリパック（約170g） 注1） PABAS009 15,000円

大容量バッテリパック（約480g） 注1） PABAL005 40,000円

ACアダプタ（約290g） PA2440UJ 10,000円

フロッピーディスクドライブ（USB）（約280g） PA2680UJ 15,000円

CD-R／RWドライブ（本体／約200g、ケーブル他／約190g） 注2） PACDR002 オープン価格※

USBマウス PAMOU001 8,000円

USBビデオキャプチャ IPC5031A オープン価格※

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2） IPC5026A オープン価格※

USB MOドライブ IPC5034A オープン価格※

15型カラーディスプレイB 注3） PVCRT15B 50,000円

17型カラーディスプレイB 注3） 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

モバイルディスク2GB PAMHD002 オープン価格※

注1) バッテリパックは消耗品です。 注2) PCカ－ド接続。CD-R：書込み8倍速、CD-RW：書換え4倍速、CD-ROM：最大24倍速。CD-RW
メディアへ書き込む際には、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き込みには
対応しておりません。 注3)接続にはLibrettoに同梱のミニRGBケーブルが必要です。 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。
ご注意：オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、別売のフロッピーディスクドライブ
（PA2680UJ）や外付けCD-ROMドライブが必要となる場合があります。

（2001年6月1日現在）

東芝ＰＣ総合情報サイト
「dynabook.com

ダ イ ナ ブ ッ ク ド ッ ト コ ム

」
http://dynabook.com/（2001年5月現在）

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

●お客様登録●サポート窓口●モジュールダウンロード 等

●製品情報●東芝PCとWindows®2000

●導入事例●プロモーション情報

大容量2GBのデータをこの1枚で持ち歩く。

モバイルディスク ［PAMHD002］オープン価格＊

●小型軽量PCカードTypeⅡサイズ（幅54mm×奥行85.6mm×

高さ5mm）、55ｇの1.8型ハードディスクで2GBの大容量。

●アイドル時0.5Wの低消費電力（3.3ボルト駆動時）により、モバ

イルに最適な消費電力を実現。

＊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。

＊DynaBook Aシリーズ・Vシリーズのみ。
Librettoには同梱されておりません。

＊写真の目的別取扱説明書はVシリーズのものです。
AシリーズおよびLibrettoの説明書とは異なります。

※本製品はすべてのBluetoothTM機器との接続動作を確認したものではありません。ご使用にあたっては、BluetoothTM

対応機器の動作条件と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

「モバイルディスク2GB」お問合せ先変更のお知らせ
東芝モバイルAVサポートセンター 043-303-1770

▼

東芝PCダイヤル　0570-00-3100


