
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 8月

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
「安心して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-073©0108500( 1 )DNP

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。
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観戦ペアチケットプレゼント�観戦ペアチケットプレゼント�観戦ペアチケットプレゼント�
※�

買って当てよう！！�買って当てよう！！�を�

〈当選発表〉厳正な抽選のうえ、ご当選者にはご当選通知の発送をもって発表にかえさせていただきます。
〈発　　送〉ご当選通知の発送は、１ｓｔ.ラウンド分については2001年11月下旬頃、２ｎｄ.ラウンド分については2002年１月下旬頃、Ｆｉｎａｌラウンド分については2002年
４月下旬頃からを予定しております。観戦チケットの発送は各ラウンド共に2002年5月頃を予定しております。くわしくは、ご当選通知に同封された資料でご確認ください。
〈ご注意〉＊ご応募いただけるのは、キャンペーン期間中にキャンペーン取扱店にて対象商品をお買い上げいただいた方に限らせていただきます。＊2002ＦＩＦＡワールドカップＴＭ入場券販売
約款により、ご当選されたチケットのご利用は、専用応募用紙にご記載のお名前の方のみ有効で、譲渡・換金することはできません。＊ご希望の観戦試合の開催地・日程はお選びいただ
けますが、対戦カード・座席はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。＊ご応募後、ご当選後における観戦試合のご希望の変更はできませんので、あらかじめご了承ください。
＊ご当選チケットの発送先は、日本国内に限らせていただきます。なお、お客様の住所、転居先が不明などでチケットがお届けできない場合は、ご当選を無効とさせていただきます。

●キャンペーン対象パソコン１台のご購入で１口のご応募となります。●くわしい応募方法については、専用応募用紙をご覧ください。
■キャンペーン対象商品：ＤｙｎａＢｏｏｋシリーズ（＊DynaBook Satelliteシリーズを除きます。）／ＤｙｎａＢｏｏｋSSシリーズ／Ｌｉｂｒｅｔｔｏシリーズ

■キャンペーンに関するお問い合わせは：東芝GET THE GOALキャンペーン事務局ＴＥＬ：03-3522-3357
＊抽選結果に関するお問い合わせは、お受けいたしかねますのでご了承ください。受付時間 : 月～金（10：00～20：00）2001年7月19日～2002年6月30日 土・日・祝日及び、12月29日～1月3日は休ませていただきます。

■キャンペーンに関する最新情報はホームページにて http://www.toshiba.co.jp/soccer/

観戦ペアチケットを手に入れるには！

※決勝戦についてはペアではなく1名様のご当選となります。

決勝戦60名様！日本戦90組180名様！！国内全32試合　合計2002名様御招待！！

〈キャンペーン期間〉2001年7月19日～2002年3月31日 ＊キャンペーン期間を3回に分けて、抽選を行ないます。

● 1st.ラウンド締切：2001年10月31日消印有効　● 2nd.ラウンド締切：2001年12月31日消印有効
● Finalラウンド締切：2002年3月31日消印有効

■ 決勝トーナメントから予選リーグまで国内10会場全32試合の中から選べます。 ＊日程はすべて2002年の日付です。�
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番号� 試 合� 開　催　地� 日 程�
1st.ラウンド� 2nd.ラウンド� Finalラウンド�

当選者数�

日本戦�
（予 選）�埼玉県（埼玉スタジアム2002）� 6/4（火）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

決　勝�横浜市（横浜国際総合競技場）�6/30�
（日）�

20名様�20名様�20名様�

日本戦�
（予 選）�横浜市（横浜国際総合競技場）� 6/9（日）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

日本戦�
（予 選）�大阪市（長居陸上競技場）� 6/14（金）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

準決勝� 埼玉県（埼玉スタジアム2002）� 6/26（水）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

準々決勝�静岡県（静岡スタジアムエコパ）� 6/21（金）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

準々決勝�大阪市（長居陸上競技場）� 6/22（土）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

ベスト16 宮城県（宮城スタジアム）� 6/18（火）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

ベスト16 新潟県（新潟スタジアム）� 6/15（土）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

ベスト16 神戸市（神戸ウイングスタジアム）� 6/17（月）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

ベスト16 大分県（大分スポーツ公園総合競技場 ビッグアイ）� 6/16（日）�10組20名様�10組20名様�10組20名様�

予 選� 札幌市（札幌ドーム）� 6/1（土）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 札幌市（札幌ドーム）� 6/3（月）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�
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番号� 試 合� 開　催　地� 日 程�
1st.ラウンド� 2nd.ラウンド� Finalラウンド�

当選者数�

予 選� 札幌市（札幌ドーム）� 6/7（金）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 宮城県（宮城スタジアム）� 6/9（日）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 宮城県（宮城スタジアム）� 6/12（水）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 新潟県（新潟スタジアム）� 6/1（土）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 新潟県（新潟スタジアム）� 6/3（月）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 茨城県（茨城県立カシマサッカースタジアム）� 6/2（日）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 茨城県（茨城県立カシマサッカースタジアム）� 6/5（水）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 茨城県（茨城県立カシマサッカースタジアム）� 6/8（土）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 埼玉県（埼玉スタジアム2002）� 6/2（日）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 埼玉県（埼玉スタジアム2002）� 6/6（木）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 横浜市（横浜国際総合競技場）� 6/11（火）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 横浜市（横浜国際総合競技場）� 6/13（木）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 静岡県（静岡スタジアムエコパ）� 6/11（火）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 静岡県（静岡スタジアムエコパ）� 6/14（金）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 大阪市（長居陸上競技場）� 6/12（水）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 神戸市（神戸ウイングスタジアム）� 6/5（水）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 神戸市（神戸ウイングスタジアム）� 6/7（金）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 大分県（大分スポーツ公園総合競技場 ビッグアイ）� 6/10（月）�10組20名様�10組20名様�12組24名様�

予 選� 大分県（大分スポーツ公園総合競技場 ビッグアイ）� 6/13（木）�10組20名様�10組20名様�11組22名様�
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期間中、キャンペーン取扱店で
対象ノートパソコンを買って、専用応募用紙をGET！

▼
専用応募用紙とパソコン同梱の

「東芝パソコンお客様登録カード」に記入！
▼

観戦ご希望試合をひとつだけ選んで応募！
▼

抽選で、合計2002名様に当たる！

●TOSHIBA Information●
★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。また、お客様登録もできます。

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。

●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）

★触れて､使える。東芝PCテクノセンタ

★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いただけます。
当センタでは保証修理時のピックアップ料金は無料です。
＊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。

★東芝PCダイヤル

0570-00-3100
＊受付時間／月～日：9：00～19：00 祝日、年末年始（12月31日～1月3日）を除く

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。拠点までの電話料金は有料となります。

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、NTT以外とマイラインプラスを

ご契約のお客様は、043-298-8780で受け付けております。
ご注意：

（1）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。）

（2）ナビダイヤルでは､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

技術的なご質問､お問い合
わせにお答えいたします。

「東芝 Microsoft®Windows® XP アップグレードキャンペーン」にお申し込みご希望のお客様へ
上記のお客様で「GET THE GOALキャンペーン」にもお申し込みご希望のお客様は、「GET THE GOALキャンペーン」事務局までお申し込みください。お申し
込みされますと、自動的にお客様登録され「東芝Microsoft®Windows® XP アップグレードキャンペーン」のアップグレードキットお申込書が送付されます。
※アップグレード対象機種については、東芝PC総合サイト「dynabook.com」（http://dynabook.com）で随時ご確認ください。

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-053）東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。

T-series

A-series



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

T- series

T 2 / 4 8 5 P M C ・ T 2 / 4 8 5 P R C

A4ノートPC

L 2 / 0 6 0 T N M L ・ L 2 / 0 6 0 T N 2 L

ブロードバンドを自由自在に楽しみたい人に

スタンダードオールインワンノートPC

モ バ イ ル ブ ロード バ ンド を 求 める 人 に

ミニノートPC

ミニノートPC

2 3

※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-053）東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。 7年連続ノートPC 世界シェア No.1 ※
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東芝Microsoft®Windows®XP アップグレードキャンペーン 実施中
DynaBook・Librettoをご購入されると有償にて
Microsoft®Windows® XPの日本語版アップグレードキット＊を
お送りします。＊「Microsoft®Windows®XP アップグレードCD」「東芝ドライバCD for Windows®XP」

◎P C 購 入 期 間：2002年1月31日（木）まで
◎キャンペーンお申込期間：2002年2月28日（木）まで

◎お 申 込 価 格：アップグレードキット6,825円（税込）

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環境をいちはや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。

NEW

NEWA- series

A 2 / X 1 0 P M C ・ A 2 / X 8 5 P M C

ブロードバンドはもちろん画質・音質にこだわる人に

フルスペックオールインワンノートPC
ブロードバンドはもちろん画質・音質にこだわる人に

フルスペックオールインワンノートPC

NEW
A4ノートPC

※詳しくは裏表紙をご覧ください。

■キャンペーンに関するお問合せ
東芝 Microsoft®Windows®XP
アップグレードキャンペーン事務局

TEL.0298-50-3264
TEL受付時間：9：00～12：00 13：00～17：00
TEL受付期間：2002年3月31日まで

（土・日・祝祭日及び12/28～1/6を除く）
対象機種の詳細は
http://dynabook.com/pc/promo_c/info/winxp/index_ j.htm

2002FIFAワールドカップTM観戦ペアチケット
プレゼントキャンペーン実施中

合計 2002名様 御招
待！

※DynaBook A・Tシリーズ、Libretto L2 /060TNML、L2 /060TN2L

※

＊画面はハメコミ合成です。

モバイルディスク5GB
（PAMHD005）別売



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。

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、クエ－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

ILW 世界38地域対象のILW。海外保守サポート（制限付海外保証） 世界58地域対応モデムを内蔵。モデム

内蔵モデム対応地域（世界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、クエート、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

4 5
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

世界で使える。世界で安心。東芝ノートPC。

海外保証対象地域（世界38地域） －2001年8月現在－

※詳しくは「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。

■日本語での対応窓口：IT Support Center 81-42-354-3844
海外に滞在される日本モデルのノートPCをお持ちのお客様に対して、日本語で修理に関する対応をいたします。

ADSLモデムやケーブルモデムと接続して、ブロードバンドを

利用したインターネット・アクセスが可能です。リアルタイムな

ニュース映像を見たり、聴きたい音楽をダウン

ロードしたりが思いのままに。DynaBookなら

映像と音楽をより美しく、Librettoならブロー

ドバンドをモバイルでも活用できます。

「これからブロードバンド」という人に、

ADSL対応プロバイダ

●eAccess ●@nifty ●ODN ●BIGLOBE

●So-net ●DION ●OCN ●TTNet

●AOL ●infoPepper ● DreamNet

●ぷらら

ブロードバンドなら ！

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

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。

3D映像を高速処理

3Dグラフィック
アクセラレータ

nVIDIA®GeForce2 GoTM

高速アクセス

ブロードバンド
対応

LANコネクタ

選べるブロードバンド対応

プロバイダ

高速CPU

Intel®

Pentium®III
プロセッサ

ワイヤレス
インターネット

高輝度、高精細

SXGA+
SuperView

液晶
※DynaBook Aシリーズのみ

※DynaBook Aシリーズのみ

※LibrettoはTransmeta CrusoeTM

プロセッサ

DynaBookの先進機能で楽しさ拡がるインターネット

Webページがなかなか表示されない、電話代が気になる、そんな経験をしたことはありませんか？

ブロードバンドなら快適で時間を気にせずに今までとは違ったインターネットライフが拡がります。

＊詳しくは17pをご覧ください。

＊DynaBook Aシリーズは

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応

モバイルPentium® IIIプロセッサ

ブロードバンドとは…

ブロードバンドなら…

動画コンテンツをストリーミングで楽しむ
ブロードバンドでは、一度に大量のデータ

をやり取りできるため、データ量の多い

動画のストリーミング再生もスムーズに

楽しめます。映画の予告編などもストリー

ミング映像で気軽に楽しめるようになり、

ブロードバンドならではのコンテンツも

増えてきています。

最新情報を24時間キャッチ
常時接続にすれば、ニュースや天気予報

などの最新情報をリアルタイムで手に

入れられます。また、ライブカメラを使った

映像配信も可能なので、リアルタイムに撮

影した映像を、インターネット経由で自動

配信したり、ホームページ上で映像を公開

することなどもできます。

音楽サイトで新譜をいち早く手にいれる
大容量の音楽データが簡単にダウンロード

ができます。新譜を配信する「ｄｕ-ｕｂ．ｃｏｍ」

では、ＣＤ発売前のネット先行配信を行って

おります。

http://www.du-ub.com

ネット対戦ゲームで熱くなる
ネットワーク対戦ゲームでは、家にいながら

世界中の人たちとプレイすることができます。

またゲームによってはチャット機能があり、対戦

相手と会話を楽しみながらネット対戦できます。

ＡＤＳＬ対応プロバイダの「ｉｎｆｏＰｅｐｐｅｒ」では、

インターネット囲碁対局ができ、ワールドワイド

な対局をいつでも体感できます。

http://www.pep.ne.jp/

ストリーミング：ネットワークを通じて映像や音声などのマルチメディアデータを視聴する際に、
データを受信しながら同時に再生を行う方式

従来の電話回線を利用してインターネットにアクセ

スできる方式です。音声通話では使わない帯域を

データ通信に利用するので、電話やＦＡＸなど既存の

機器もそのまま使い続けられます。

ケーブルテレビ放送の配信に使う銅線や光ファイ

バーの空きを利用してインターネット接続を可能

にする方式です。提供会社によっては電話やＦＭ

放送も楽しめます。

光ファイバーケーブルを敷設して行う通信方法で

す。銅線でデータを伝送する他の方法に比べて、

ケタ違いに伝送能力が高いです。

●従来の電話回線＊に比べて ＊56Kbpsの場合

ADSL回線
（非対称デジタル加入者線）

CATV回線 FTTH接続
（光ファイバ　Fiber to the home）

最大20倍
以上

最大150倍
以上

最大1500倍
以上

映画の予告編やプロモーションビデオをストリーミング鑑賞する

のもスムーズ、またdu-ub.comのような音楽配信サイトから

好きな曲をスピーディにダウンロードできます。

大容量データもダウンロードがスムーズにできる。

どれだけ使っても定額料金の常時接続なら、アクセスの時間を気に

せずにインターネットのラジオ放送やリアルタイムのTV実況放送も思う

存分楽しめます。渋滞情報、株式市況なども気軽にサッと調べられます。

接続時間を気にすることなく、思う存分アクセスできる。

高速・大容量 常時接続・定額料金

高速通信、常時接続で快適 インターネットBroadband

1.5Mbpsで算出 10Mbpsで算出 100Mbpsで算出

※従来の電話回線との比較数値は2001年8月現在の情報を目安に算出した数値です。各通信事業者とプロバイダの接続条件、利用状況等により異なる場合があります。



データをドラッグ＆ドロップするだけの簡単操作で、音楽CDやPhoto
データCDなどが思い通りに作れるソフトです。CDラベルやケースジャケ
ットをオリジナルの画像や写真でデザインできる
ソフトも含まれています。

［CDライティングソフト］ EASY CD Creator 4 スタンダード版

6 7
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。
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クオリティの高いデジタル画質と、ドルビーデジタルによる高音質サウンド
でDVDタイトルを再生でき、14.1型SuperView液晶で気軽に観たり、大画
面TVに接続してホームシアターを楽しむこともできます。ドルビーヘッドホン
機能も搭載しています。＊T2/485PMCのみ

［DVD再生ソフト］ WinDVD 2000

※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。

T - series

T2/485PMC・T2/485PRC

A4ノートPC Intel®Pentium® IIIプロセッサ搭載 でブロードバンドを快適に。
薄さと使いやすさのニューデザインで Tシリーズ新登場。

ADSLモデムやケーブルモデムを接続して、ブロードバンドにアクセスできます。ブロー
ドバンド対応LANコネクタは100Base-TX/10Base-Tに対応し、会社や学校のネット
ワーク環境もすぐに利用可能。内蔵モデムは、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界58
地域＊に対応し、海外でのインターネット利用やメール送受信が便利におこなえます。
＊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。

＜対応地域については、5pをご覧ください。＞

T2/485PMCモデルには、DVD-ROMドライブと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。T2/485PRCモデルには、CD-R/RWドライブを搭載（バッファアンダーランエラー防止機能付）。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。

14.1型SuperView液晶だから

映像がすみずみまで美しい

DynaBookならではの鮮明画質XGA
対応SuperView液晶を採用しています。
インバータ技術の向上により明るさを
UPさせました。色彩豊かな美しい映像
で、ブロードバンドやビデオ、デジタルカ
メラのPhotoデータなどを満喫できます。

＜T2/485PMCモデル＞ ＜T2/485PRCモデル＞

パールホワイトの輝きが美しく
薄さと使いやすさのニューデザイン

マルチドライブとCD-R/RWドライブが選べる

パールホワイトのやさしい輝きにつつまれたニューカラー、ニュースタイルの新Ｔシリーズ。フロントの両サイドにスピーカを搭載、音
楽のプレイ操作ボタンを前面に配置しました。電源OFFでも本体を閉じたまま操作ボタン一つで、音楽ＣＤやMP3デジタル
ミュージックを切り替えて聴くことができます。また背面部に集中させたインタフェースは、拡張性が高く、使いやすさも向上させています。

ブロードバンド対応LANコネクタ＆
世界58地域対応＊モデムのダブル装備

Broadband InternetBroadband Internet

ブロードバンドなら、音楽データもすばやくダウンロードすることができます。たとえ

ば、東芝の音楽サイト「du-ub」からデジタルミュージックデータをダウンロード

するのに、従来の電話回線に比べて数十倍の速さでダウンロードが可能です。

これからはサッと受信して、モバイルオーディオプレーヤ（別売）で持ち歩き音楽を

気軽に楽しめます。

ADSL回線

CATV回線

FTTH接続（光ファイバ）

いつでもどこでも音楽を楽しむ

＜du-ub.com（http://www.du-ub.com）＞
Facemark to music downloads

音楽配信ポータルサイト、ドゥーブ・ドットコムは、
東芝EMI・ワーナーミュージック・ジャパンの
最新ヒット・ナンバーを配信しています。（2001年7月末現在）
Copyright © 2001 du-ub.com  All rights reserved.

ブロードバンド対応LANコネクタと Intel®Pentium® IIIプロセッサ装備で音楽サイトからのダウンロードがスピーディ。



CDやMP3などのソース切替えができる
「メディア切替えスイッチ」や、音楽CD再
生・停止等のボタンをフロント部に配置し
ています。本体を閉じたままでもワンタッチ
で操作ができます。

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

左側面部 前面部 右側面部

PCカードスロットPCカードロック

セキュリティロックスロット バスレフ型スピーカ
ボリュームダイヤル

マルチドライブ＊1

CD-R/RWドライブ＊2
世界58地域対応モデムフロッピーディスクドライブ
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インターネットボタン

メールボタン アプリケーションボタン

電源

曲戻しメディア切替え
スイッチ 再生／一時停止

停止 曲送り

＊1：T2/485PMC ＊2：T2/485PRC

T2/485PMC モデル

マルチドライブ

Intel®Pentium®IIIプロセッサ

850 MHz

14.1型SuperView液晶

20GBハードディスク

128MB 
SDRAM（最大512MB）

CD-R/RWドライブ

Intel®Pentium®IIIプロセッサ

850 MHz

14.1型SuperView液晶

20GBハードディスク

128MB 
SDRAM（最大512MB）

T2/485PRC モデル

パラレルコネクタ

シリアルコネクタ

RGBコネクタ

USBコネクタ×2

ヘッドホン出力端子

マイク入力端子

赤外線通信ポート

PS/2コネクタ

ビデオ出力端子

Line-Out／光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）端子

T - series

T2/485PMC・T2/485PRC

A4ノートPC 使いやすさを重視した背面インタフェースの 新設計ボディ。

高速CPU搭載で、ブロードバンド時代の上 質スタンダードノートPC。

Intel® Pentium®IIIプロセッサ850 MHz
高速のIntel® Pentium® IIIプロセッサ850MHzを搭載しています。ブロードバンドで受信した
ビデオ映像・デジタルミュージックなどを高速に処理でき、ストレスなく高品質に再生できます。

拡張性にすぐれた充実したインタフェース

録再MDにデジタル録音ができる光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）や、映像の取込みができるi.LINK
（IEEE1394）、TVとつながるビデオ出力など、先進の拡張性を備えた充実したインタフェースを搭載。
本体背面部に集中させて使いやすさを一層向上させています。

バスレフ型スピーカで迫力の低音

3Dサウンドに対応した高音質ステレオスピーカをフロント両サイドに、そして重低音の再生
を高めるサブウーハースピーカを内部に搭載しています。音楽ＣＤやデジタルサウンドが
ハイクオリティに表現できます。

ワンタッチで音楽操作が簡単

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。

インターネットやメール、設定したアプリ
ケーションをスピーディに起動できる「ワ
ンタッチボタン」を装備しています。指先
ひとつでサッと簡単に操作できます。

ワンタッチボタンでメール確認もボタンひとつ

i.LINK
（IEEE1394）コネクタで
ビデオ映像を高速転送

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.3.0」で編集したり、
DVテープに保存ができます。

ブロードバンド対応LANコネクタは100Base-TX/10Base-Tに対応、ADSLモデムや
ケーブルモデムを接続しての高速インターネット接続ができます。

世界58地域対応＊モデム
内蔵モデムは、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど
世界58地域＊に対応、海外でも気軽に使えます。
＊地域別の設定は「内蔵モデム選択ユーティリティ」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。

迫力ある5.1chサウンドを体感できる
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。

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

アンプ

電源コネクタ

マルチドライブ＊1

CD-R/RWドライブ＊2

軽くふれるだけでマウス操作ができる

タッチパッド

ブロードバンド対応LANコネクタ

＊T2/485PMCのみ

＜対応地域については、5pをご覧ください。＞
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A- series

A2/X10PMC・A2/X85PMC

A4ノートPC
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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）表示と比較
して約2倍の情報量を表示可能。優れた液晶技術による高輝度SuperView液晶で、
映像もクッキリ鮮やかです。

SＸＧＡ+対応
1,400×1,050ドット表示

ＸＧＡ対応
1,024×768ドット表示

SXGA+ 15型SuperView液晶で高精細、鮮やか

高性能3Dグラフィックアクセラレータ「GeForce」シリーズで定評のあるnVIDIA社が、ノートPC向け
に新たに開発した「GeForce2 GoTM」を搭載。高度な3D描画性能を要求するゲームなどをデス
クトップPCに匹敵するパフォーマンスで滑らかな映像を再現します。

3D映像を高速処理するグラフィックアクセラレータ

nVIDIA® GeForce2 GoTM

ブロードバンド対応LANコネクタ＆

世界58地域対応＊モデムのダブル装備

ADSLモデムやケーブルモデムを接続して、ブロードバンドにアクセスできます。ブロードバンド対応LANコネクタは100Base-TX/10Base-
Tに対応し、会社や学校のネットワーク環境もすぐに利用可能。内蔵モデムは、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界58地域＊に対応し、
海外でのインターネット利用やメール送受信が便利におこなえます。
＊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。

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。
「バスブーストボタン」をＯＮにすれば、低音域での出力が約6倍に。音楽ＣＤやＤＶＤの音がパワ
フルに再生できます。

重低音の迫力を余すところなく再現

バスブーストボタン

120Hz 300Hz
周波数�

バスブーストON

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�

■DynaBook A2/X10PMC�
　Pentium® lll 1GHz、 �
　n VIDIA® GeForce2 GoTM

＜従来比　約2.5倍の3Dグラフィックス性能＞�

当社独自のプログラムにより、3Dグラフィックス性能を測定。（当社従来機を100とした場合）�

■当社従来機�
　Pentium® lll 850 MHz、 �
　S3 Savage lX

253

100

大画面と高性能グラフィックチップ搭 載で、映像がリアルで滑らか。
ブロードバンド時代の映像と音楽を ストレスなく楽しめる。

Broadband InternetBroadband Internet

ブロードバンドなら、ストリーミング再生もこれまでより大きく滑らかな画像が楽

しめます。DynaBook Aシリーズなら、SXGA+ 15型液晶なので、映画配信

も迫力の大画面でクッキリ鮮やかに見ることができます。また、ビデオカメラで

編集した映像を自分のホームページで公開することも可能です。

ADSL回線

CATV回線

i.LINK ストリーミングでスムーズに再生

FTTH接続（光ファイバ）

ブロードバンド対応LANコネクタとIntel®Pentium® IIIプロセッサ＊ならストリーミング映像もスムーズ

＜対応地域については、5pをご覧ください。＞

モバイルディスク5GB（PAMHD005）別売

＊Intel® SpeedStepTMテクノロジ対応モバイルPentium® IIIプロセッサ
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左側面部 右側面部

PCカードスロット

PCカードロック

セキュリティロックスロット

ボリュームダイヤルフロッピーディスクドライブ

マルチドライブビデオ出力端子

マイク入力端子

ヘッドホン出力端子

DVD-ROMドライブとCD-R/RWドライブを一体化したマルチドライブを搭載しています。ドルビーヘッ
ドホン機能に対応したDVD再生ソフト「WinDVD 2000」、オリジナル音楽のCD作成やデータのバッ
クアップができるCDライティングソフト「EASY CD Creator 4スタンダード版」を搭載しています。

※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。

A2/X10PMC モデル

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

1GHz
大容量

30GBハードディスク

128MB 
SDRAM（最大384MB）

A2/X85PMCモデル

A- series

A2/X10PMC・A2/X85PMC

A4ノートPC 豊富なAV機能と高速CPUを搭載。

先進機能を探究し続けるフルスペックオール インワンノートPC。

マルチドライブ

Intel®SpeedStepTM テクノロジ対応

モバイルPentium®IIIプロセッサ1GHz＊1/850MHz＊2

高速のIntel®モバイルPentium®IIIプロセッサ1GHz＊1/850MHz＊2を搭載しています。ブロー
ドバンドで受信したビデオ映像・デジタルミュージックなどを高速に処理でき、ストレスなく
高品質に再生可能。アプリケーションの起動もスピーディにおこなえます。
＊1:A2/X10PMC ＊2:A2/X85PMC

インターネットブラウザや設定したアプリ
ケーションの起動、メール受信がスピー
ディにできる「ワンタッチボタン」を装備
しています。指先ひとつでサッと簡単に
操作できます。

ビデオの取込みや編集・保存が自在。

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.3.0」
で編集したり、DVテープに保存したりできます。

スクロールボタン付き

アキュポイントII
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。

映画館の臨場感！サラウンドシステムに対応

5.1ch サウンドシステム

光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）を5.1chサラウンドス
ピーカシステムに接続すれば、フロントおよびリア、そしてセンタ
ースピーカからつつみ込まれるような音響が再現され、臨場感
あふれるDVD鑑賞が楽しめます

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

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

アンプ

ブロードバンド対応LAN コネクタ＆モデム
100Base-TX/10Base-Tに対応したブロードバンド対応LANコネクタと、アジア、アメリカ、ヨーロッパ
など世界58地域＊に対応した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」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。

※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。

ワンタッチボタンで
インターネットやメール受信が簡単

背面部

パラレルコネクタ

RGBコネクタ

USBコネクタ×2電源コネクタ

光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）端子

i.LINK（IEEE1394）

コネクタ

SXGA+ 15型SuperView液晶

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

850MHz

20GBハードディスク

128MB 
SDRAM（最大384MB）

マルチドライブ

SXGA+ 15型SuperView液晶

マルチドライブ

＜対応地域については、5pをご覧ください。＞



L2/060TNML・L2/060TN2L

ミニノートPC

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
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Microsoft®

Windows® 2000 プレインストール

モバイルでも最大限の

性能を活かせるOS

L2/060TNMLモデル

Transmeta CrusoeTM

プロセッサ

10GBハードディスク

128MB 
SDRAM（最大256MB）

Microsoft®

Windows® Millennium Edition
プレインストール

L2/060TN2Lモデル

OS

NetworkNetwork

新しいLibrettoなら、会社や学校のLANにもダイレクトに接続可能です。

また家庭では、ADSLモデムやケーブルモデムに接続してブロードバンドを楽しめます。

ビジネスからホームまで、モバイルでネットワークとの連携がスムーズにでき、

Librettoの活用範囲が一層広がります。

さらに、「無線LANアクセスポイント」＊と「無線LAN PCカード」＊を使えば

回線を意識しないで、ワイヤレスブロードバンドを体感できます。

ブロードバンド対応LANコネクタを新装備。Librettoの対応力がさらにアップ！！

サーバ

OFFICE／SCHOOL

インターネット

H O M E

ADSL回線／CATV回線／
FTTH接続（光ファイバ）

LAN

ワイド SXGA/10型TFT液晶
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＊1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、従来のミニノート＊2（800×480ドット）画面

の約2倍の情報量を表示
し、Webの画面や地図の
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。
＊1：ミニノート

＊2：Libretto ff 1100V

18mmキーピッチだから
モバイルでも入力が快適

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してい
ます。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・
デバイスにはホームポジションから指をずらさずに快適なポインティングができるアキュポ
イントⅡ（スクロールボタン付き）を採用し、スムーズな操作を実現しています。
＊1：DynaBook SS ＊2：ミニノート

「モバイルにも快適なキーボードと納得できる画面サイズを。」と
いう要望からLibrettoの設計は始まりました。その結果がB5サイズのシステム
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。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、
セカンドバッグに入れてもサッと取り出せるコンパクトなボディ。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。

最大約12.6時間＊1の

バッテリ駆動で、モバイルでパワフルに活用

低消費電力CPUの採用により、大容量バッテリ＊2使用時では最大約12.6時間、標準
バッテリ使用時では最大約4.2時間のバッテリ駆動が可能。外出先であわてて電源
を探すこともなく、安心して長時間使用することができます。東芝独自の「省電力設
定ユーティリティ」で使用状況にあわせてきめ細かい省電力設
定がおこなえ、電力消費を無駄なく抑えられます。

＊1：大容量バッテリパック（オプション）使用時の駆動時間です。

＊2：オプションです。

※バッテリ駆動時間は東芝使用のプログラムにより算出していま

す。また、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。

ブロードバンド対応LANコネクタ＆
世界58地域対応＊モデムのダブル装備

ADSLモデムやケーブルモデムと接続してブロードバンドにアクセスができるLANコネ
クタを装備。内蔵モデムは、海外出張や海外留学などに便利な世界58地域対応＊。
＊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。

＜対応地域については、5pをご覧ください。＞

800dot

480dot

1280dot

Libretto ff 1100Vと比較

600
dot

※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8月現在のものです。

＊詳しくは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

PCカードスロット

左側面部

USBコネクタ×2

ブロードバンド対応LANコネクタ

電源コネクタ セキュリティロックスロット

右側面部

ミニRGB

アキュポイントⅡ

マイク入力端子

ボリュームダイヤルヘッドホン出力端子

内蔵マイク

ビジネスからプライベートまで、
モバイルブロードバンドで
活用エリアがもっと広がる。

大容量バッテリパック（約480g）※

［型番：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。

ブロードバンド対応LANコネクタ

スピーカ（底面）

キーピッチ18mm（実物大）

Microsoft® Office XP Personal
搭載モデルも好評発売中！！

L1/060TNCM
型番：PAL1060TNCM
オープン価格※

10GB
HDD

128MB
SDRAM

（最大256MB）

世界58地域
対応モデム

モバイルディスク2GB ［型番：PAMHD002］オープン価格※

●小型軽量PCカードTYPEⅡサイズ（約幅54mm×奥行86mm×高さ5mm）、約55ｇの1.8型ハードディスクで5GBの大容量。

●アイドル時0.5Wの低消費電力（3.3V駆動時）により、モバイルに最適な消費電力を実現。

モバイルディスク5GB ［型番：PAMHD005］オープン価格※

大容量を持ち歩けるモバイルディスクに5GBが新登場。

このマークがついた商品はオプションです。

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※

薄さ20.5mm、軽さ約1.1kgのスリムボディ

＊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。

＊LANコネクタは搭載しておりません。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率※

D区分 0.16000
消費電力
最大約2W

製品名

※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記憶容量で除したものです。

モバイルディスク5GB

モバイルディスク2GB D区分 0.40000最大約2W

東芝PCダイヤル 0570-00-3100お問合せ先

世界58地域対応モデム



20GB
（Ultra ATA対応）

全機種ブロードバンド対応LANコネクタを装備。
ライフスタイルで選べるラインナップ。

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。

＊バッテリ駆動時間は東芝使用のプログラムにより算出しています。

-----------

10GB
（Ultra ATA対応）

CD-R/RWドライブ
書込み8倍速 CD-R

書換え8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

最大約1.6時間最大約2.5時間 最大約12.6時間＊1/最大約4.2時間＊2

Intel®Pentium®IIIプロセッサ

850MHz
SuperView液晶

14.1型
TFT XGA 

1,024×768ドット（1,677万色）

SuperView液晶

15型
TFT SXGA+

1,400×1,050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512MB
PC100対応/SDRAM

T2/485PMC
型番：PAT2485PMC 

オープン価格※

T2/485PRC
型番：PAT2485PRC 

オープン価格※

A2/X10PMC
型番：PAA2X10PMC 

オープン価格※

A2/X85PMC
型番：PAA2X85PMC 

オープン価格※

L2/060TNML
型番：PAL2060TNML 

オープン価格※

L2/060TN2L
型番：PAL2060TN2L 

オープン価格※

モデル名
型番
価格

32種類

T-series A-series

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応

モバイルPentium®IIIプロセッサ

850MHz

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応

モバイルPentium®IIIプロセッサ

1GHz
Transmeta CrusoeTMプロセッサ

TM5600600MHz
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

モデム／LAN

11種類など45種類

Windows®

Millennium Edition
Windows®

Millennium Edition
Windows®

Millennium
Edition

Windows®

2000
Professional

＊1：大容量バッテリ使用時　＊2：標準バッテリ使用時

20GB
（Ultra ATA対応）

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

30GB
（Ultra ATA対応）

など44種類など45種類

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
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世界58地域対応 56Kbpsモデム ブロードバンド対応LANコネクタ 100Base-TX / 10Base-T

ワイヤレスでブロードバンドに快適アクセス

インターネットはもちろん、さまざまな周辺機器をワイヤレスで使いたい人に

東芝なら選べるワイヤレス。無線LANとBluetoothTM。

BluetoothTMワイヤレスモデムステーションの特長

●無線到達距離が最大100m※まで、通信可能。
※見通し半径100m以内、周囲の状況（壁の材質が全面金属や断熱材など）により、通信できない場合があります。

●最大56Kbpsモデム内蔵により、電話回線に接続できるほか、シリアルケーブル経由でTAと接続し、デジタ
ル回線に対応します。
●BluetoothTMワイヤレスモデムステーションとPCカードを使ってワイヤレスインターネット接続が可能。
●BluetoothTM PCカード2枚同梱。（うち1枚はBluetoothTMワイヤレスモデムステーションに装着して使用）
※FAX通信ソフトは添付しておりません。

BluetoothTM PCカードの特長

●最大8台までのPCをワイヤレスで相互に接続可能。

無線LANアクセスポイントの特長

●複数のアクセスポイントを効率的に配置することにより、広いエリアをカバ－するネットワーク構築が可能。
※使用環境により異なります。

●１つのグローバルアドレスを複数のプライベートアドレスに変換できるIPマスカレードや、プライベート
アドレスを自動的に割り当てるDHCPクライアント/サーバにより、ネットワークの拡張が簡単。
●WEP、SS-ID、MACアドレスフィルタリングによるセキュリティ機能をサポート。
●100Base-TX/10Base-TのLANポートとRS232Cポートを標準搭載。

無線LAN PCカードの特長

●付属のDriver&Utility CD-ROMにより、ネットワークの初期設定が簡単。
●無線LANアクセスポイントを介さずに無線LAN PCカード同士での通信が可能。

BluetoothTMPCカード［型番：PABTC001］
希望小売価格：22,000円（税別）

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）

無線LAN PCカード［型番：IPC5038A］］
オープン価格※

無線LANアクセスポイント［型番：IPC5037A］
オープン価格※

無線LAN（IEEE802.11b準拠）は最大11Mbpsでの無線通信が可能であり、ADSLやCATVインターネット

などブロードバンド回線の高速性を損なうことなく、ワイヤレスでインターネットへの接続が可能です。無線LAN

カードと無線LANアクセスポイントを使えば、ホームページやデータ量の大きな映像などの閲覧も高速受信が行えるほか会社や学校、

家庭内LANなどネットワーク環境もワイヤレスで行なえます。

家でインターネットを行うときどうしても気になるのがモジュラーケーブルなどのケーブル類。

煩わしい配線作業やケーブルの届く範囲でしかできないなどの制限が出てしまいます。

「無線LAN」「BluetoothTM」ならケーブルを気にすることなく

家中どこにいても「ワイヤレスインターネット」が楽しめます。

「ブロードバンド」をするなら無線LAN、「さまざまな周辺機器」とつながるBluetoothTM。

使う目的に合わせて接続方法をお選びください。

東芝をはじめとするプロモーター各社が提唱したグローバル

な無線通信規格であるBluetoothTM。ワイヤレスインターネット接

続はもちろん、低消費電力なため携帯電話やプリンタをはじめとしたさまざまな周辺機器

への拡がりが期待されています。BluetoothTM ワイヤレスモデムステーションを使えば、

通常の電話回線を使ってワイヤレスインターネットが簡単に行え、BluetoothTM PCカード

を使えば、PC同士で会議資料などワイヤレスでデータ交換もスムーズに行えます。

※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。

ADSL

無線LAN PCカード�無線LAN PCカード�

100Base-TX/10Base-T

＜イメージ図＞

無線LAN

＊
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「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。

●インターネット翻訳 ホームページをスピーディに翻訳します。

英訳

和訳

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簡単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行なえます。

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＆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

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T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、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。
＊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

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

行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。

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。

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。

＊DynaBook Tシリーズ、L2/060TN2Lを除く

「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ください。●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ください。
●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ください。

Ulead Photo Express 3
お気に入りの写真を手軽に編集してカレンダーや壁紙にしたり、メールで送ることができます。

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。

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

簡単スタートの便利ツール

クイックスタート

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。

「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。

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。

オリジナルカードを作る。

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。

■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 TシリーズおよびA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音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。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）T2/485PRC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
（L2/060TNMLのみ）］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、 T2/485PMC A2/X10PMC
L2/060TNＭL L2/060TN2L

●…アプリケーションCD添付のみ （注1） T2/485PRC A2/X85PMC

ＯＳ Microsoft®Windows®Millennium Edition ○ ○ ○ －
Microsoft®Windows® 2000 Professional ServicePack 2 － － － ○

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 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 ○ ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

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 5.0 ○ ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

Office XP Personalや音声ソフトなど役立つソフトを 多彩に搭載。
※機種・モデルにより搭載されているアプリケーションが異なりますので詳しくはソフト対応表をご覧ください。

Sof tware ソフトウェア

その他便利なソフト

統合
ソフト

音声認識
ソフト

音楽
ソフト

実用
ソフト

翻訳
ソフト

映像
ソフト

◆　　 は、Verance Corporation の商標です。Portions of this protected under

copyright law and are provided underlicense by Verance Corporation/4C
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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/howtotell20 21

■オプション DynaBook  T／Aシリーズ共通

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）注6） PA2487U1 30,000円

バッテリパック 注1）注7） PABAS011 30,000円

バッテリチャージャ 注2） PA2488UJ 35,000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

USB MOドライブ IPC5034A オープン価格※

15型フラットパネルディスプレイK PVLCD15K 128,000円

17型フラットパネルディスプレイB PVLCD17B 188,000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

無線LANPCカ－ド IPC5038A オープン価格※

無線LANアクセスポイント IPC5037A オープン価格※

モバイルディスク2GB PAMHD002 オープン価格※

モバイルディスク5GB PAMHD005 オープン価格※

アダプタPCカード（SDカード／スマートメディア兼用ATAアダプタ）注5） SDA-C003M オープン価格※

アダプタPCカード（SDカード用ATAアダプタ） 注5） SDA-C004M オープン価格※

注1) バッテリパックは消耗品です。 注2)「PA2487U1」「PABAS011」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。 注5)アダプタPCカードはメモリカード専用です。問い合わせ先：03-3457-
8413  注6) DynaBook Aシリーズのみ 注7) DynaBook Tシリーズのみ ※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8月現在）

モデル名／型番
L2／060TN2Lモデル L2／060TNMLモデル
PAL2060TN2L PAL2060TNML

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うち約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

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（※3）

入力装置
本体キーボード 84キー（OADG109Aキータイプ準拠）、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）（※4）

補助記憶装置 ハードディスク（※5） 10GB（Ultra ATA66対応）
（固定式） ソフトウェア占有量 約1.6GB 約2.4GB
FAX/通信機能　 モデム（※6） 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
ネットワーク機能　　LAN 100Base-TX／10Base-T（自動認識）
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（※7）・USB×2（※8）

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

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（※9） 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3.5～4.2時間、大容量バッテリ接続時：約11～12.6時間（省電力制御あり）

JEITA測定法1.0 標準バッテリ：約3.1時間、大容量バッテリ接続時：約9.3時間
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（※10） 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（※11） S区分0.00200

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）

ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、
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）、ミニRGBケーブル、モジュラーケーブル 他

リカバリCD（※12） カスタム・リカバリCD（※12）
ILW対応（制限付海外保証） あり
プレインストールOS Microsoft®Windows® 2000 Professional ServicePack 2 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. 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。また、内部ディスプレイと外部ディスプレイを同時に
表示することはできません。※ 3. 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。※4. アキ
ュポイントキャップは消耗品です。※5. ハードディスクは、Windows®Meモデルは全領域がFAT32、Windows® 2000モデルは全領域が
NTFS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. 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。※7. 同梱されているミニRGBケーブルが必要です。※8. 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。※9. 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。※10. 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。
※11. 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。※12.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

※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. ビデオRAMとして
8MBを使用しています。※3. あらかじめ1スロットに128MBのメモリが装着されています。※4. 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。
※5. 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。※ 6. 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。※7. 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。※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. 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。※10. 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。T2/485PMCモデルでは、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。※11. 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。※12. 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。※13. 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。※14. 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。※15. 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。※16. 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。※17. 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。※18. 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。

■型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番
T2／485PMCモデル T2／485PRCモデル
PAT2485PMC PAT2485PRC

プロセッサ Intel® Pentium®IIIプロセッサ850MHz（※1）
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）
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（※2） 128MB／512MB（PC100対応、SDRAM）
メモリ専用スロット 2スロット（※3）
内部ディスプレイ SuperView液晶：14.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※4）1,024×768ドット：1,677万色
外部ディスプレイ（オプション）（※5） 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（※6） 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（メインメモリと共用）
グラフィックアクセラレータ Trident CyberBladeTM Ai1（チップセットに内蔵）

解像度：表示色数
1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：65,536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（※7）

入力装置 本体キーボード 90キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.7mm
ポインティングデバイス タッチパッド
ハードディスク（※8） 20GB（Ultra ATA66対応）
ソフトウェア占有量 約3.48GB 約3.43GB

フロッピーディスク 3.5型（1.44MB／1.2MB（※9）／720KB）
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（※10）、書込み8倍速CD-R/書換え8倍速CD-RW（※10）、
（固定式）

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

対応フォーマット（※11）
DVD-ROM、DVD-Video（※12）、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（※13） 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
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、高音質ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応
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）

・シリアル（RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps、（ハードウェア仕様）、16550A互換）×1
・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

・PS／2（6ピンミニDINマウス／キーボード共用）×1・USB×2（※14）

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
・Line-Out（3.5mmΦステレオミニジャック）／光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）（3.5mmΦミニジャック）×1

・赤外線通信ポート（IrDA1.1準拠最大4Mbps／115Kbps）×1 ・LAN（RJ45）×1
・モデム（RJ11）×1 ・i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※15）

・ビデオ出力（NTSC）×1 ・ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×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、PCカードロック
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（※16） リチウムイオン（バッテリパック）
駆動時間 約2.5 時間（省電力制御あり）

電源 JEITA測定法1.0 約2.9 時間
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（※17） 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（※18） S区分0.00371

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） 313mm（幅）×274mm（奥行）×39.5mm（高さ）
質量 約3.17kg（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）、モジュラーケーブル、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

バッファアンダーランエラー防止機能

T-series A-series

Hardware  & Opt iona l  Par t sハードウェア＆オプション

■型番・ハードウェア仕様

モデル名／型番
A2／X10PMCモデル A2／X85PMCモデル
PAA2X10PMC PAA2X85PMC

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

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）
BIOS ROM 1MB（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

内部ディスプレイ SuperView液晶：15型FLサイドライト付きTFT液晶（※2）
1,400×1,050ドット：1,677万色

外部ディスプレイ（オプション）（※3） 最大2,048×1,536ドット：1,677万色
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100Hz

表示機能 ビデオRAM 16MB
グラフィックアクセラレータ nVIDIA® GeForce2 GoTM

解像度：表示色数
2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、

1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット、640×480ドット(全て1,677万色）（※5）
本体キーボード 90キー（OADG109Aキータイプ準拠）、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 ATA100対応） 20GB（Ultra ATA100対応）
ソフトウェア占有量 約3. 56GB

補助記憶装置 フロッピーディスク 3.5型（1.44MB／1.2MB（※8）／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、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（※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、ボイスレス、世界58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）
・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（※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、PCカードロック
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）
駆動時間 約1.6時間（省電力制御あり）

電源 JEITA測定法1.0 約2.4時間 約2.6時間
充電時間 約2～3時間（電源OFF時）/約4～10時間以上（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0.00433 S区分0.00464

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）
質量 約3.5Kg（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
※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。但し、同時表示の際に選択できる色数／解像度は、内部液晶のみで表示可能な色数／解像度と一部異なります。※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、画面いっぱいに拡大されます。2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、
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. 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. 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。
※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。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。※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-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。
※12. 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。※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対応機器すべ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。

目的別取扱説明書

まずはこれから�
初めて電源を入れてセットアップしてから�
インターネットにつなぐまで。�
　　　　　を使うための準備をしてください。�

まずはこれから 基本をマスター こんなことができる もっとステップアップ 困ったときは

すいすい
セットアップ
ビデオ
（同梱）

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8月現在）

＊DynaBook Aシリーズ・T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DynaBook Tシリーズのものです。
DynaBook AシリーズおよびLibrettoの説明書とは異なります。

＊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。■モデルに準じてMicrosoft®Windows®Millennium Edition・
Microsoft®Windows® 2000 Professional対応ソフトウェアをご使用ください。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ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので､実際の使用状況と異なる場合があります。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､あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ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の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8月現在のものです。

個人・家庭向け情報

サポート情報

企業向け情報
●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

ビデオ＆目的別取扱説明書で安心して使える＊

■オプション Libretto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型フラットパネルディスプレイK 注3） PVLCD15K 128,000円

17型フラットパネルディスプレイB 注3） PVLCD17B 188,000円

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 注4） PABTC001 22,000円

BluetoothTMワイヤレスモデムステ－ション 注4）注5） PABTS001 70,000円

無線LAN PCカ－ド IPC5038A オープン価格※

無線LANアクセスポイント IPC5037A オープン価格※

モバイルディスク2GB PAMHD002 オープン価格※

モバイルディスク5GB PAMHD005 オープン価格※

アダプタPCカード（SDカード／スマートメディア兼用ATAアダプタ） 注6） SDA-C003M オープン価格※

アダプタPCカード（SDカード用ATAアダプタ） 注6） SDA-C004M 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）Windows®Meモデルのみ。 注5）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。 注6）アダプタPCカードはメモリカード専用です。問い合わせ先：03-
3457-8413
※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8月現在）

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 L2/060TN2Lモデル、L2/060TNMLモデル

L2/060TN2L L2/060TNML

ミニノートPC
2001年 8月

便利さと快適さを持ち歩く。

待望の新Libre t to登場。

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。

■Libretto L2/060TN2Lモデル（型番：PAL2060TN2L）オープン価格※

■Libretto L2/060TNMLモデル（型番：PAL2060TNML）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。

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-055）

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

●製品情報　●プロモーション情報
●MUSEUM
●Entertainment
●カジュアルモバイル

周辺機器の接続、パソコンの設定変更など、�
使いこなしガイド�

文字入力、データの保存など、�
操作の基礎知識ガイド�

困った！わからない！�
どうしよう！を解決�

音楽、映像を楽しんだり、�
アプリケーションを使ってやりたいコトに挑戦！�

●お客様登録　●サポート窓口
●モジュールダウンロード
●よくあるご質問（FAQ）
パソコンの操作にこまったらこちら。
自然語によるあいまい検索が可能で、
図や解説をまじえて、解決方法を掲載しています。

T2/485PRCモデルのCD-R/RWドライブには、「バッファアンダーランエラー」
を回避して、安定した書込みを実現する防止機能を内蔵しています。
＊電源切断やドライブへのショックなどの本体異常や記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えず
エラーとなる場合がございます。

バッファアンダーランエラー防止機能



ナビパネル
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。また音楽再生中には、7色に変りながらイルミネートします。

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

指先ひとつで音量調節
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。

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

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

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
USBコネクタ×2

Line-Out／光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）端子

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 ヘッドホン出力端子電源コネクタ

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

ジョグボタン

＜ユーザー登録1＞

＜ユーザー登録2＞

＜ユーザー登録3＞

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5pをご覧ください。＞

モデム

＊1：V2/470PMCモデル ＊2：V2/470CRCモデル

＜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。

＜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

明るさと鮮明さの先端高画質

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。

V2/470PMCモデルには、DVD-ROMドライブと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。

Fine SuperView＊

2つのドライブから選べる

マルチドライブ or CD-R/RWドライブ

＊当社比。V2/470CRCモデルはSuper View液晶。

V2/470PMCモデル

ディスプレイ

14.1型 XGA
Fine 

SuperView液晶

ドライブ

マルチドライブ
DVD-ROM＆
CD-R/RW

CPU

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

モデム

世界58地域
対応

メモリ

128MB
（最大384MB）

ハードディスク

20GB

ILW V2/470CRCモデル

ディスプレイ

14.1型 XGA
SuperView液晶

ドライブ

CD-R/RW

CPU

モバイルIntel®

CeleronTMプロセッサ
700MHz

モデム

世界58地域
対応

メモリ

128MB
（最大384MB）

ハードディスク

20GB

ILW

■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) 音声入力を使用する際、別途音声認
識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。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］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 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 ◎

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 ○

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 ○

■オプションVシリーズ共通

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8月現在）

■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。

フロッピーディスクドライブ

V- series

V2/470PMC
V2/470CRC

A4ノートPC

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/howtotell22 23

快適に操作ができるナビパネルとジョグボタン。
スタイリッシュなDynaBook Vシリーズ。

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。

7色から選べる、ステータスがひと目でわかる


