
ノートPCのスタンダードの新基準、
New DynaBook T5シリーズ。
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Intel® Pentium® 4
1.60C GHz

モバイルIntel® Celeron®

1.20GHz

15型SXGA+
SuperView液晶

15型XGA
SuperView液晶

T5/X16PME

T5/512CME

NEW

NEW



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

ノートPCのスタンダードの基準を変える。

高速プロセッサのパフォーマンスを選ぶ。
大画面と磨き抜かれた使いやすさを選ぶ。
スタンダードを超えたNewスタンダード

DynaBookT5シリーズ誕生。
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※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。

■T5シリーズに手軽に画像を取り込んで活用できる
SDメモリカード対応デジタルカメラ sora T10
型名：PDR-T10 オープン価格※



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

先進の高速性能がここまで身近に。
ハイパフォーマンスで選ぶ
DynaBook T5/X16PME

ブロードバンドをストレスなく楽しみたい

Intel®Pentium®4プロセッサ
1.60C GHz

Intel® Pentium® 4プロセッサ1.60C GHzをノートPCに搭載。
その高い性能をブロードバンドやデジタルエンターテイメントで

実感することができます。データの受信と描画を同時に行うストリーミング映像も
きわめて高品質に再生、DVD映像もスムーズな動きで鑑賞できます。

ブロードバンドの映像やDVDをキレイに観たい

15型SXGA+対応SuperView液晶
14.1型液晶に比べてひとまわり大きな15型液晶に、インバータ技術の向上により
明るさをUPさせたSuperView液晶を採用。色彩豊かな美しい映像で
DVDタイトルなどのクオリティ高い映像をストレスなく再現します。

また解像度は、高精細SXGA+（1,400×1,050ドット）を実現しています。

音楽のライブラリやデジタル写真の編集にも使いたい

モバイルIntel®Celeron®プロセッサ

1.20GHz
モバイルIntel® Celeron®プロセッサで1GHzを超える

最先端の1.20GHz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や

デジタルミュージックなどを高速に処理でき、高品質に再生できます。

DVDタイトルを大画面の迫力で観たい

15型XGA対応SuperView液晶
大画面15型液晶に、DynaBookならではの鮮明画質

SuperView液晶を搭載。
インバータ技術の向上による明るく鮮やかな映像で

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。

高速メモリ＆大容量ハードディスク

高速DDR SDRAM 256MBメモリ＆
40GBハードディスク

メモリは高速のPC1600 DDR SDRAMを標準で256MB搭載。
またハードディスクにはビデオ映像の編集・保存にも余裕の

大容量40GBハードディスクを搭載しています。

快適に使えるメモリ＆ハードディスク

PC133対応SDRAM 256MBメモリ＆
30GBハードディスク

メモリは標準で256MBのSDRAMを搭載し、最大1GBまで拡張が可能です。
Windows® XPでアプリケーションを快適に利用できます。

またハードディスクは、画像やデジタルミュージックのライブラリ作成にも充分な
30GBハードディスクを搭載しています。

使いやすい機能と高性能がうれしい。
ハイクオリティの実力で選ぶ
DynaBook T5/512CME

【スタンダードPCの新基準 1 】
高性能であること。
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充実のインタフェース、使いやすさを追及したオールインワン

ブロードバンド対応LANコネクタと世界58地域対応モデムコネクタや、映像の取り込みができるi.LINK（IEEE1394）、
TVとつながるビデオ出力端子、またPS/2やパラレルといった従来のインタフェースも背面に装備。

この充実したインタフェースに加えて、マルチドライブやフロッピーディスクドライブ、
SDカードスロットも備えた使いやすいオールインワン設計です。

型番 PAT5X16PME／オープン価格※ 型番 PAT5512CME／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。



【スタンダードPCの新基準2】
ブロードバンドで、映画・音楽で
エンターテイメントをとことん楽しく。

ブロードバンドが
インターネットの世界を広げてくれる。

ブロードバンドの動画が滑らか。ダウンロードがスピーディ。
新しい世界が広がる。新しい感動が始まる。

DVD映画鑑賞や音楽CD作成が
思いのままに。

マルチドライブを使ってみよう。

「観たい」「作りたい」を一台でこなすマルチドライブ搭載
（バッファアンダーランエラー※防止機能付）ブロードバンドの動画ストリーミング再生は映像

データの受信と描画を同時におこなうため、高い
パフォーマンスが要求されます。高速CPUを搭載
したDynaBook T5シリーズならストレスのない
滑らかな映像で動画映像を楽しんだり、音楽
サイトから曲のダウンロードがスピーディにできます。

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。CD-R/RWドライブに
「バッファアンダーランエラー防止機能」を搭載し、
オリジナル音楽CDの作成やデータのバックアップも安定した書込みにより安心
して行えます。DVD再生は、DVDプレーヤ「WinDVD」で、クオリティ高いデジタル
画質を楽しむことができます。また、お手持ちのヘッドホンで迫力ある音質が
楽しめる「ドルビーヘッドホン機能」も搭載しています。

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

※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。

デジタルミュージック再生や動画再生、インター
ネットTVやインターネットラジオとしても使える
多機能なプレーヤです。音楽や映像メディアを
自動的にライブラリ化してくれるので便利です。

音楽や動画の再生を楽しみたい
Windows®Media Player

オリジナルCDの作成が簡単な操作で行えるCDライティングソフトです。起動すると
画面に「Music」、「DISC Backup」、「Data」の３つのアイコンがあらわれ、そこに音楽
データや写真ファイル、動画ファイルをドラッグ＆ドロップすることで、オリジナル音楽や
データCDを簡単に作ることができます。
※パケットライト形式での記録機能は備えていません。

デジタルミュージックのオリジナルCDを作りたい
Drag'n Drop CD Ver2.0

ブロードバンドをワイヤレスでつなぐ
アクセスポイント機能内蔵など
3つの機能を一体化。

TransCube 10 PATRC001/オープン価格※

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。

Wireless  TV

Wireless 
Broadband

Internet
 HDD 
Video

Recorder

DynaBook T5は「トランスキューブ無料セットアップ」対象商品です。
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バッファアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rにデータを書込む際、CD-R/RWドライブへのデータ転送速度が書込み速度に追いつかず書込み
に失敗してしまう「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機能。
＊電源切断、ドライブへのショック、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。

インターネットのアクセスやEメールから不正侵入する
ウィルスやワームを自動的にチェックし、駆除する
信頼性の高いウィルス対策プログラムです。ウィルス
定義と検索エンジンをつねに最新の状態に自動
更新でき、新種ウィルスにも対応できます。

常時接続時代だからセキュリティはしっかり
Norton AntiVirus2002※

音楽CDのトラック情報から音楽データを
ドラッグ＆ドロップでコピーします。

ベストアルバム情報に
コピーされた音楽データ
をCD-Rに書込みます。

▲音楽配信サイト du-ub.com
http://www.du-ub.com

Copyright©2002 du-ub.com
All rights reserved.

ブロードバンド
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音楽CDの「再生／停止」等の操作ボタン
は、使いやすいフロント部に配置している
ので、本体を閉じたままでもワンタッチで
操作ができます。 曲送り停止

再生／一時停止CD／DVD再生

曲戻しオーディオ
デジタル再生

マルチドライブ内の音楽CDの
トラック情報が表示されます。

※ウィルス定義ファイルは新種のウィルスやワームに対応するために、常に最新のもの
に更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限定になりますので、
期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長
することができます。詳細はhttp://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.aspで
ご覧ください。

本体を閉じたままでも操作できる
オーディオプレイボタン

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



東芝の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

画像編集ソフト「デジカメWalker」で、デジタルカメラやスキャナからの写真
データを取り込み、レタッチ（修正）をしたり、シールやPhotoカード、CDラベル
などが作成できます。テンプレートやイメージクリップが充実しているのもうれしい
ポイント。ブロードバンドを使えば、インターネットのオンラインフォトアルバムサイト
で、自慢のデジタルPhotoをWeb公開することもできます。

ビデオ編集で映画監督気分を味わう。

i.LINK（IEEE1394）コネクタにデジタルビデオカメラを接続すれば、
ビデオ映像の取り込みや保存が可能。

ビデオ編集で楽しいホームビデオライブラリができます

デジタルPhotoを加工して、
ホームページに公開する。

家族や友人、ペットなど、デジタルカメラで撮った様々な写真を
ホームページにアップ。みんなで楽しさを共有できます。

Microsoft®Word 2002 
使いやすい機能豊富な
表計算・グラフ作成ソフト

Microsoft®Excel 2002  

情報管理がさらに使いやすい
電子メールソフト

Microsoft® Outlook® 2002  

素早く検索できる
マルチメディア総合辞典

Microsoft®

Bookshelf® Basic Ver.3.0

Web文書も易しく作れる
日本語ワードプロセッサ

写真入りのオリジナルカードを作りたい
筆ぐるめVer.9.0

行書体や、ペン字体、ポップ体などの書体が標準で用意され、サンプルレイアウト
やイラストを使って美しい年賀状やグリーティングカードを作ることができます。一度
登録すれば、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にも
対応できます。

グリーティングカードを作る。

季節のグリーティングカードや新しい家族の誕生、
引っ越しやパーティの招待状など、PCで思い通りにカードが作れます。

Microsoft® Office XP Personal

使いやすい機能で
入力・編集がスムーズにできる

簡単操作でビデオ編集ができる。
Panasonic MotionDV STUDIO Ver.3.1

デジタルビデオカメラを接続して映像を取り込んだり、撮影したビデオクリップ
をやさ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、試しながらさまざまな
編集が楽しめます。

入力トラック
デジタルビデオ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。

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。

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。

デジタルPhotoの修正やWeb公開をしたい。
デジカメWalker（Ulead iPhoto Express)

エッジ、フレームなどさまざまな
加工アレンジができます。

5

切手サイズで大容量の記憶メディア、SDメモリカード
をダイレクトに扱えるSDカードスロットを装備。デジタル
カメラやポータブルオーディオプレーヤ、PDAなど携帯
情報ツールとデータ交換が手軽に行えます。

音楽や画像データをダイレクトに取り込める
SDカードスロット

※写真のデジタルカメラとSDメモリカードは別売です。



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/howtotell6

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。 

Webのスクロールもスムーズに

ジョグホイール付きタッチパッド

指先の軽いタッチでマウスポインタ操作ができるタッチ
パッドの下に、上下スクロールに対応したジョグホイールを
装備。インターネットブラウザ
やワープロ機能など大量の
文章を見る時に便利です。

スピーディな問題解決のための自然語検索システム

CyberSupport for TOSHIBA

電子マニュアルやPCにインストールされているアプリ
ケーションのヘルプファイルなどを一括管理し、簡単に
検索できます。たとえば「○○○の使い方が知りたい」
と文章（自然語）で入力すれば、関連する項目を
すべて検索できます。

わかりやすいマニュアル

東芝PCマニュアル・目的別取扱説明書

初めての方から使いこなしてみたい方まで、PCの
使い方や知りたいことを理解しやすい言葉で
説明しています。

（前面部）

オーディオプレイボタンボリュームダイヤル マイク入力端子

ヘッドホン出力端子

ブロードバンド対応LANコネクタ

i.LINK（IEEE1394）コネクタ

世界58地域対応モデムコネクタ

RGBコネクタ

電源コネクタ

PS /2コネクタ

シリアルコネクタ

USBコネクタ×3 パラレルコネクタ

（背面部）

セキュリティロックスロット

マルチドライブフロッピーディスクドライブ

（右側面部）

PCカードスロット

メール着信LED

SDカードスロット

（左側面部）

電源スイッチ

SDカードスロット

15型TFTカラー液晶

マルチドライブ
CD-ROM
CD-R /RW
DVD-ROM

フロッピーディスクドライブ

PCカードスロット

ステレオスピーカ

充実のインタフェース

ブロードバンド対応LANコネクタと
世界58地域対応モデムをダブル装備

ADSLモデムやCATV回線の
モデムへダイレクトに接続
できるブロードバンド対応LAN
コネクタ＊と、世界58地域で使えるモデムを内蔵しています。

ジョグホイール付きタッチパッド

ビデオ出力端子

タッチパッドの誤動作を防ぐ

タッチパッド無効化機能

FnキーとF9キーを同時に押すことで、タッチパッドの機能
の有効/無効をワンタッチで切り替えられます。キー入力時
にタッチパッドに触れてマウスカーソルが動くのを防ぎ、
入力ミスを減らします。

使いたいソフトを目的別に格納、
素速くアクセスできる

東芝コンソール

メール/インターネットボタンに加え、新たに東芝コンソール
ボタンを装備。ワンタッチで「PCの設定」や「ネットワーク/
モデム」「アプリケーション」など、使用目的別にソフトウェア
やツールを格納できるメニューが表示されます。使いたい
ソフトがすぐに見つけられます。

サ イバ ー サ ポ ート

【スタンダードPCの新基準3】 操作がやさしく、使いやすいこと。

まずはこれから 困ったときは応用ガイド基本をマスター

困ったときも、すぐに解決！

安心してお使いいただけます。

メール確認やアプリの起動がボタンひとつ

ワンタッチボタン

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。 インターネットボタン メールボタン

東芝コンソールボタン

ワンタッチボタン

ミスなく入力できる

LED付きキーボード

キーピッチ19mm、キーストローク2.7mmのキーボードを採用。
Caps LockやNum Lockが有
効のときにはライトが点灯し、
入力の操作性を高めます。

（ ）

＊CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム／ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続
方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。
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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

●製品情報
●ビジネストレンド

【スタンダードPCの新基準4】 充実サポートで、安心して使えること。

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「Internal Modem Region Select Utility」で切り替えられます。

ILW 世界39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

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、オーストラリア、ニュージーランド、
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、韓国、台湾、香港、日本

＜内蔵モデム対応58地域＞

モデム

※当社製品は、世界各国の規格を取得してないことから、お持込みのでき
ない場合があります。製品の持出し・お持込みはお客様の責任となります。
※修理部品の取り寄せに関税およびその他税金、通関手数料等がかかる
場合は、お客様の負担となります。
※現地でのパソコンのお持込み・引き取り、郵送にかかる費用は、お客様
の負担となります。
※保証外の修理は、ILWの対象外です。

※制限事項・確認事項の詳細については、Webをご覧ください。
http://dynabook.com/assistpc/ilw.htm

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、制限事項・確認事項の範囲内
で修理サ－ビスがご利用いただけます。ILWは登録制です。

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日以内に投函してください。
30日を過ぎますと無効になりますのでご注意ください。（新規登録時のみインターネットホームページから登録ができます）型名、製造番号、購入年月日は必ず
ご記入ください。記入漏れがありますと無効になりますのでご注意ください。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ください。
「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」が貼り付けられていない場合、本サービスは受けられません）。

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 C.I.S（ロシア）
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 オ－ストラリア バングラディッシュ 中国　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 韓国　台湾　香港

海外保証対象地域（世界39地域） －2002年5月現在－

■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相談をお受けします。

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。

※システムメンテナンスのために休止させて

いただくことがございます。

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

技術的なご質問、お問い合わせは 東芝PCダイヤル
受付時間／9:00～19:00〔祝日、12/31～1/3を除く〕
電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からの電話、携帯電話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などの
回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。
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。

ナビダイヤル
＜全国共通電話番号＞ 0570-00-3100（サポート料無料）

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。

パソコンの修理依頼は 東芝PC集中修理センタ
東芝PC集中修理センタでは、お客様の大切なパソコン※1が万が一故障した場合に、
ピックアップサービスをご利用いただき、迅速な修理対応を実施いたします。
※1. 東芝国内仕様PCに限ります。

■ピックアップサービス
当センタでは保証修理のピックアップサービス料金は無料です。
☆荷造りが不要です。☆引取り日・時間帯を指定できます。
☆引取り先と納品先を別途指定できます。
有料修理のピックアップサービスご利用の場合の料金はノートPCの場合は2100円（税別）です。
（本サービスには、往復運賃･梱包手数料･特殊梱包材･保険代金等が含まれております。）

■PCi-repairサービス

携帯端末（iモード･J-SKY･EZ web）webサイト

http://pcrepair.jp
お客様からお預かりしたパソコンの修理状
況が携帯端末からご確認できます。
＊本サービスは東芝集中修理センタに直接お申込みのお
客様へのサービスです。

■クィックメンテナンス
当センタの修理期間（パソコンの引取り→
納品）は、約1週間です。
（輸送･部品の状況により、多少遅れることがあります。また、ご
販売店様経由で修理を依頼する場合には、お取り次ぎや輸送
の関係上、お時間がかかることをあらかじめご容赦願います。）

■修理診断サービス
有料修理の場合には、ご希望によ
り修理料金をお知らせいたします。
（修理キャンセルの場合には、診断料金･ピック
アップサービス料金を申し受けます。）

http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm

0120-86-9192
ハ ロ ー ク イック ニ

電話またはFAX 引取り 梱包 修理センタ お客様お届け

■東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F

tel.03-3257-3100
営業時間：10:00～18:30
電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15
（毎週水曜日･祝日･月末最終日、当社指定の休日は除く）

■大阪
〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F

tel.06-6644-2281
営業時間：10:00～18:30
電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15
（毎週水曜日･祝日･月末最終日、当社指定の休日は除く）

■名古屋（PC工房のみ）
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-20-28

tel.052-961-2549
営業時間：10:00～18:30（受付は18:15分迄）
電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15
（毎週水曜日･祝日･月末最終日、当社指定の休日は除く）

サポートスタッフが充実 東芝PCテクノセンタ＆東芝PC工房

http://dynabook.com/（2002年5月現在）東芝ＰＣ総合情報サイト dynabook.com
ダ イ ナ ブ ッ ク ド ッ ト コ ム

受付時間：9:00～17:30（祝日、特別休日を除く）

▼ ▼▼



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。
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CL-117©0205510(2)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。

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。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、Intel Insideのロゴ、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 Media､Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、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。●Microsoft®Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●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。●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。●CyberSupportは、株式会社ジャストシステムの商標です。●CyberSupportは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、CyberSupportにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に
帰属します。●Drag'n DropCDはEasy Systems JapanとDigiOn,Inc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。■パソコンのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは、
市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。■付属品についてのお問い合わせは､アイティー・ソリューション（株）サービスセンター（本社：044-548-3456）まで。■ Microsoft®Windows® XP Home Edition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。■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。■無線通信についてはペースメーカ（医療機器）に影響を及ぼす恐れがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに表記されている数値及び表現は2002年5月現在のものです。

＊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。

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の
審査基準（2001年度版）を満たしています。
詳細はwebサイト http://www.jeita.or.jp
をご覧ください。

豊富なオンライン
アクセスソフト

プロバイダ
無料接続サービス

●@nifty ●AOL ●BIGLOBE ●infoPepper
●ODN ●OCN ●DreamNet ●DION
●TTNet ●eAccess（ADSLサインアップソフト）

＊各プロバイダごとにサービス内容は異なります。

入会金無料
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

入会月無料および
ADSL4,000円使用権プレゼント。

「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、各社のホームページ等でご確認ください。●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。

■オプション

製　品　名 型　番 希望小売価格 T5/X16PME T5/512CME（税別）

増設メモリ128MB（タイプX） 注1） PAME128X 60,000円 ○ －

増設メモリ256MB（タイプX） 注1） PAME256X 120,000円 ○ －

増設メモリ128MB（タイプY） PAME128Y 60,000円 － ○

増設メモリ256MB（タイプY） PAME256Y 120,000円 － ○

増設メモリ512MB（タイプY） PAME512Y 140,000円 － ○

バッテリパック 注2） PABAS011 30,000円 ○ ○

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マウウス PAMOU001 8,000円 ○ ○

TFT液晶ディスプレイ15型-E 注4） IPCD040A オープン価格※ ○ ○

TFT液晶ディスプレイ17型-A 注4） IPCD041A オープン価格※ ○ ○

カラーCRTディスプレイ15型-A 注4） IPCD042A オープン価格※ ○ ○

カラーCRTディスプレイ17型-A 注4） IPCD043A 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※ ○ ○

無線LANPCカ－ド 注4） IPC5038A オープン価格※ ○ ○

無線LANアクセスポイント 注4） IPC5037A オープン価格※ ○ ○

注1）タイプXはPC2100対応ですが、本機種ではPC1600で動作します。注2）バッテリパックは消耗品です。注3）PCカード接続。注4）商品に
ついてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター043-278-5970 ※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。

（2002年5月現在）

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

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。

■ワイヤレスホームメディアステーション
製　品　名 型　番 希望小売価格（税別）

TransCube 10 PATRC001 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。

（2002年5月現在）

「DynaBookで始めようインターネット電話キャンペーン」
キャンペーン期間：2002年6月1日（土）～9月30日（日）
最大2カ月分の月額基本料（400円／月）が無料。
詳しくは、http://www.iptel.jp/jp/camp/dnb.html

※1. 1GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを取り外し、512MBのメモリを2枚装着してください。ビデオRAM

として16MB使用しています。※2.あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。※3. 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、ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示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。

※4. 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。※5. 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。※6. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリンク表示です。1.280×1,024ドット以下の表示時、

初期設定では表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット以上の表示時は仮想スクリーン表示です。※7. 内部液

晶への表示の場合、1,677万色はディザリンク表示です。800×600ドット以下の表示時、初期設定では表示領域部が画面中央に小さく

表示されます。1,280×1,024ドット以上の表示時は仮想スクリーン表示です。※8.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。ハードディスクは、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）。※9. 1.2MB、720KB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。※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. マルチメディアカード（MMC）には対応しておりません。※15. USB1.1対応。但しUSB周辺機器すべての

動作を保証するものではありません。※16. 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。※17. 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。※18. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測

定法（Ver1.0）」http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境

により異なります。※19. ACコードは日本（100V）、米国・カナダ（125V）の規格に対応しております。その他の国・地域で使用する場合は別途ACコ

ードが必要になります。※20. 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。※21. Windows®XP Home Editionでは、WindowsNT®Server、Windows®2000 Server等のドメインにログオンすることは

できません。

■型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番
DynaBook T5/X16PME DynaBook T5/512CME
PAT5X16PME PAT5512CME

プロセッサ Intel® Pentium®4プロセッサ1.60C GHz モバイルIntel® Celeron®プロセッサ1.20GHz
チップセット Intel® 845MZ チップセット Trident社製Cyber ALADDiN-TTM+ALi社製M1535B
キャッシュメモリ 20KB（１次キャッシュ、CPUに内蔵）､512KB（２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）
BIOS ROM 512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a

メモリ
標準／最大 256MB／512MB（PC1600対応、DDR SDRAM） 256MB／1GB（※1）（PC133対応、SDRAM）
メモリ専用スロット 2スロット（※2）

内部ディスプレイ 15型TFTカラーSuperView液晶（※3） 15型TFTカラーSuperView液晶（※3）
1,400×1,050ドット 1,024×768ドット

外部ディスプレイ（オプション）（※4） 最大1,920×1,440ドット：65,536色 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（※5） 最大1,400×1,050ドット、走査周波数：垂直60Hz 最大1,024×768ドット、走査周波数：垂直60Hz

表示機能 ビデオRAM 16MB 16MB（メインメモリと共用）
グラフィックアクセラレータ S3 Graphics SuperSavageTM/ IXC-166 Trident社製Cyber ALADDiN-TTM（チップセットに内臓）

1,920×1,440ドット：65,536色、
1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：65,536色、

解像度：表示色数
1,600×1,200ドット：1,677万色、1,400×1,050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（※7）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（※6）

本体キーボード 87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、メールボタン、オーディオプレイボタン、東芝コンソールボタン
ポインティングデバイス ジョグホイール付タッチパッド
ハードディスク（※8） 40GB（Ultra ATA100対応） 30GB（Ultra ATA66対応）
ソフトウェア占有量 約5.80GB 約5.75GB

フロッピーディスク 3.5型（1.44MB／1.2MB／720KB）（※9）
補助記憶装置 CD-ROM、 マルチドライブ：CD-R書込み最大8倍速/CD-RW書換え最大8倍速（※10）、
（固定式） CD-R/RW、 DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続

DVD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能

対応フォーマット（※11） DVD-ROM、DVD-Video（※12）、音楽CD、CD-ROM、
CD-R、CD-RW､マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

通信機能　 モデム（※13） データ:最大56Kbps（V.90対応、ボイスレス、世界58地域対応）、FAX:最大14.4Kbps
LAN 100Base-TX／10Base-T（自動認識）

サウンド機能

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）
SDカードスロット（※14） 1スロット

・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×3（※15）
インタフェース ・マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ・LAN（RJ45）×1

・モデム（RJ11）×1 ・i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※16）
・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
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（※17） リチウムイオン（バッテリパック）

電源 JEITA測定法1.0（※18） 約2.7時間 約2.8時間
充電時間 約3時間（電源OFF時）／約4～11時間（電源ON時）
ACアダプタ（※19） AC100V～240V、50/60Hz

消費電力
最大 約75W 約60W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※20） S区分0.00029 S区分0.00044

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） 327.6mm（幅）×286.6mm（奥行）×42.8mm（高さ）
質量 約3.55kg（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、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、他

ILW対応（制限付海外保証） あり

プレインストールOS Microsoft®Windows® XP Home Edition（※21）

AC97準拠AC-Link接続サウンドシステム
（16ビットステレオ）、ステレオスピーカ内蔵、3Dサウンド対応

AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム
（16ビットステレオ）、ステレオスピーカ内蔵

■ソフトウェア

注1）時刻表・料金・路線等の改訂に伴う最新情報は反映されません。（株）ヴァル研究所にて優待バージョンアップを1回ご利用になれます。
注2）USB接続ケーブルをご使用になる場合は別途お買い求めください。ケーブルや対応機種情報はhttp://www.sourcenext.com/k1/でご確
認ください。携帯から直接http://keikai.netで対応機種もチェックできます。注3）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。東芝PC工房(03-3257-3100)で販売しています。注4）パケットライト形式での記録機能は備えていません。注5）ウィ
ルス定義ファイルは新種のウィルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限
定になりますので、期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は
http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.aspでご覧ください。注6）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定ができます。※ソフトウェアによ
っては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール、 T5/X16PME
●…アプリケーションCD添付のみ T5/512CME
ＯＳ Microsoft®Windows® XP Home Edition ○

ワープロ Microsoft®Word 2002 ◎

Microsoft® Office
表計算 Microsoft® Excel 2002 ◎

XP Personal メール
Microsoft® Outlook® 2002 ◎
Microsoft® Plus! Tools for ◎Microsoft®Outlook® Version 2002

辞書 Microsoft® Bookshelf®Basic Ver.3.0 ◎
かな漢字変換 Microsoft® IME 2002 ◎

ブラウザ Microsoft® Internet Explorer6.0 ○
＠nifty ○
AOL ○
BIGLOBE ○
infoPepper ○プロバイダ入会／
ODN ○インターネット/ ADSL申込み
OCN ○通信
DreamNet ○
DION ○
TTNet ○

ADSL申込み eAccess ○
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6.0LE ○

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール、 T5/X16PME
●…アプリケーションCD添付のみ T5/512CME
インターネット/ メール Microsoft®Outlook®Express ○
通信 内蔵モデム用地域選択 Internal Modem Region Select Utility ○

路線検索 駅すぱあと （注1） ○

実用

携帯連携 携快電話6in （注2） ●
はがき作成 筆ぐるめVer.9.0 ○
地図 プロアトラス2002 for TOSHIBA ○

医学辞典
時事通信社「家庭の医学」

○
デジタル第Ⅱ版

動画編集 Panasonic MotionDV STUDIO Ver.3.1 ○

画像編集 デジカメWalker
○（Ulead iPhoto Express）

マルチメディア プレーヤ Windows®Media Player ○
音声認識/音声合成 LaLaVoice 2001 （注3） ○
DVD再生 WinDVD ○
CDライティングソフト Drag,n Drop CD Ver.2.0（注4） ○
ウィルス検索/駆除 Norton AntiVirus 2002 （注5） ○
サポート CyberSupport  for TOSHIBA ○

その他
PDFファイルViewer Adobe®Acrobat® Reader 5.0 ○

ユーティリティ
ユーザー登録 東芝PCお客様登録 ○
パソコンマニュアル ○
省電力設定ユーティリティ （注6） ○
PC診断ツール ○

■ワイヤレスホームメディアステーション


