
※画面はハメコミ合成です。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。2003年10月1日から、資源有効利用促進法に基づいた家庭系PCのリサイクルが始まり、

使用済みPCを排出する場合は回収再資源化料金が必要となりました。なお、「PCリサイクルマーク」のついた東芝製PCは排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

受付・お問い合わせについては、「東芝dynabookリサイクルセンタ」へお願いいたします（詳細は裏表紙をご覧ください）。

PCリサイクルマーク

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

モバイルディスク5GB

※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。

注1）バッテリパックは消耗品です。注2）製品についてのお問い合わせは東芝PC
IOSセンター TEL：043-278-5970 注3）最新の動作確認機種については、東芝
周辺機器情報サイト（http://www3. toshiba.co.jp/peripheral/）をご参照ください。
注4）7月中旬発売予定。注5）6月中旬発売予定。

■オプション
（2004年5月現在）価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

製　品　名 型　番
増設メモリ256MB（タイプ1） PAME2561
増設メモリ512MB（タイプ1） PAME5121
増設メモリ1GB（タイプ1） PAME1001
バッテリパック（2,200mAh） 注1） PABAS048
バッテリパック（4,400mAh） 注1） PABAS049
大容量バッテリパック（8,800mAh） 注1） PABAS050

フロッピーディスクドライブ（USB）（約280g） PA2680UJ
PA2680UW

DVDマルチドライブ（USB2.0対応） IPCS062A
（本体／約320g、ケーブル・ACアダプタ／約180g）
モバイルディスク5GB IPCS073A
TVチューナボックス PATVT002
ビデオキャプチャPCカード 注2）注3） IPCV061A
東芝USBフラッシュメモリ（128MB） 注2） IPCS060A-128
東芝USBフラッシュメモリ（256MB） 注2） IPCS060A-256
無線LANPCカ－ド（IEEE802.11b/g） 注2）注4） IPCN072A
無線LANルータ（IEEE802.11b/g） 注2）注4） IPCN071A
PCコミュニケーションカメラ 注2） IPCV054A
ポータブルHDD 80GB 注2） IPCS070A-80
ポータブルHDD 40GB 注2） IPCS070A-40
BluetoothTM USBアダプタ 注5） IPCN075A

注1）JavaTM 環境は、Sun Microsystems社のJavaTM 2 Runtime Environment Standard Edition
Version 1.4.2が搭載されています。なおMicrosoft® Virtual Machine for JavaTMは搭載されていません。

注2）インターネットの接続料金は、日本テレコム株式会社から1ヶ月単位で請求されます。
注3）ミックスパーク10MB 90日間無料サービスは、2004年12月までのお申し込みとさせていただきます。

あらかじめご了承ください。
注4）時刻表・料金・路線等の改定に伴う最新情報は反映されません。（株）ヴァル研究所にて

オンラインによる優待バージョンアップがおこなえます。（2005年8月31日まで）
注5）無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降ご使用になる場合は、ライセンスキーを

ご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/ をご覧ください。
注6）無料利用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始するには、会員登録が必要になります。

90日（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページ（http://www.zmap.net/）より継続購入
手続をおこなってください。

注7）パケットライト機能をご利用の際には、「DLA for TOSHIBA」をご使用ください。Video編集
およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへのデータ書き込みはできません。

注8）ライトワンスメディア（CD-R、DVD-R、DVD+R）への書き込みはサポートしません。
注9）音楽ファイルをメモリースティックにチェックアウトするには、メモリースティックメディアおよび

メモリースティックスロットがMagicGateに対応している必要があります。また、SDメモリカードへの
チェックアウトはできません。

注10）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（TEL：03-3257-3100）で販売しております。

注11）ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は新種のウィルスやワーム、クラッキングからの保護
を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から
90日間となります。期間終了後は有料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/key_top.aspをご覧ください。

注12）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定ができます。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール
●…アプリケーションDVD添付のみ
ＯＳ Microsoft®Windows® XP Home Edition Service Pack 1a

Microsoft®
ワープロ Microsoft® Office Word 2003

Office Personal
表計算 Microsoft® Office Excel 2003
メール Microsoft® Office Outlook® 2003

Edition 2003
Home Style+

Microsoft® Office デジタルノート Microsoft® Office OneNoteTM 2003
OneNoteTM  2003 アプリケーション
かな漢字変換 Microsoft® IME 2003

ブラウザ Microsoft® Internet Explorer 6.0
JavaTM 2 Runtime Environment 注1）Java
Standard Edition Version1.4.2
＠nifty
AOL
DION
BIGLOBE

プロバイダ入会／ infoPepper
ADSL申し込み ODN

インターネット/ OCN
通信 Powered Internet

かるがるネット 注2）
サービス cocoa

ADSL申し込み
Yahoo! BB
フレッツADSL

接続ナビゲーション 簡単インターネット
ホームページ作成 ホームページミックス/R.2 注3）
英日/日英翻訳 The翻訳インターネットV 8.0LE
メール Microsoft®Outlook®Express 
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4）
ekitanExpress Online V1.4 注5）

実用 はがき作成 筆ぐるめVer.11

地図 プロアトラスW2 for TOSHIBA
ゼンリンデジタル全国地図 it's-mo Navi 注6）

日記作成 マイペンシル/R.2

DVD編集・記録
InterVideo WinDVDTM

Creator 2 Platinum for TOSHIBA
動画編集 Windows Movie Maker2

静止画編集 デジカメWalker2 SE（Ulead iPhoto Express5.0JSE）
Adobe®Photoshop®Album 2.0 Mini

マルチメディア プレーヤ Windows MediaTM Player 9
DVDプレーヤ InterVideo WinDVDTM 5 for TOSHIBA

RecordNow! for TOSHIBA 注7）
CD/DVDライティングソフト DLA for TOSHIBA 注8）

Recovery Disc Creator
音楽ファイル管理/再生 BeatJam for TOSHIBA 注9）
音声認識/音声合成 LaLaVoice 注10）
ウィルス検索/駆除 Norton Internet Security 2004 注11）
画面拡大 Smooth ViewTM

PDFファイルビューア Adobe® Reader 6.0

サポート CyberSupport for TOSHIBA
できるdynabook

ユーザー登録 東芝お客様登録
その他 壁紙切替え くるくる壁紙チェンジャーVersion 2.1
ユーティリティドライブ制御 CD/DVD静音ユーティリティ

アクセサリー ぱらちゃん Version 2.2
オンラインマニュアル
省電力設定ユーティリティ 注12）
パッドタッチTM

ConfigFreeTM

PC診断ツール
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■ソフトウェア
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安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の
「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

！

PC-047©0405114(1)DNP

［著作権に関するご注意］
●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、その著作権及び著作権者の
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、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ
おこなうことができます。上記の目的を超えて、著作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おこなうと、「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には、
著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

バッテリのリサイクルにご協力ください。
東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を
おこなっております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池
リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はhttp://www.jbrc.com

PCリサイクルマークがついた東芝製PCは

排出時に新たな回収再資源化料金の負担なく引き取ります。

［受付窓口］東芝dynabookリサイクルセンタ

［回収お申し込み方法］
●東芝ホームページよりお申し込みの場合
ホームページ：http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm（24時間受付）

●電話にてお申し込みの場合
東芝dynabookリサイクルセンタ TEL：043-303-0200
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日、当社指定の休日を除く）
FAX：043-303-0202（24時間受付）

●本カタログ掲載の製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。●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Centrino、Intel Centrinoロゴ、Intel SpeedStep、
Pentium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、Outlook､Windows Media､Windowsロゴ、
Windowsスタートロゴ、Officeロゴは､米国Microsoft Corporationの米国およ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。●Adobe、Adobeロゴは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。●「CyberSupport」「ホームページミックス」「マイペンシル」「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。●「CyberSupport」
「ホームページミックス/R.2」「マイペンシル/R.2」「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「CyberSupport」「ホームページミックス/R.2」「マイペンシル/R.2」「BeatJam」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。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティックDuo、“Open MG”および
“Open MG”ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●InterVideo、InterVideo WinDVD Creator 2 PlatinumはInterVideo Incorporatedの登録商標または商標です。●Java、Sun、
Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●「駅前探険倶楽部」「ekitanExpress Online」「LaLaVoice」は株式会社東芝の
商標です。■DVDレコーダとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDDの容量いっぱいまでご使用になりますと、パソコンの動きが
不安定になったり、故障の遠因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PC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」をおこなっただけでは再生されることがあります。
完全消去をおこなう場合は、専門業者に依頼（有料）もしくは、市販のソフトウェア（有料）などを使用してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■本製品に使われているプロセッサ（CPU）
の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm ■パソコン本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6カ月です。
■付属品についてのお問い合わせは､株式会社ITサービス（本社TEL：044-540-2574）まで。■Microsoft®Windows® XP Home Edition対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェア
および周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェアおよ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、実際の製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写真、内容およ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。■誤動作や故障により､本製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、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については､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。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、
同梱の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、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、市販のパッケージ製品とソフトの内容・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。■本製品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が
発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■このカタログのディスク容量は、1MB=10002byte、1GB=10003byte換算値です。1MB=10242byte、
1GB=10243byte換算のものとは表記上同容量でも、実用量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに表記されている数値および表現は2004年5月現在のものです。

PC &ネットワーク社

PC第一事業部 〒105ｰ8001  東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

［DVDスーパーマルチドライブに関するご注意］
●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、
DVD+R、DVD+RWへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、
DVD+R、DVD+RWのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集
できない場合があります。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。
●カートリッジの取り外しのできないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの
書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みをおこなう際にはDVD-RW、
DVD+RWの消去をおこなってください。消去をおこなうと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた
情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去をおこなうように注意してください。
●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域
なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販の
DVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディア
はPCのドライブでは書き込みすることができません。一般メディア（for General）を使用してください。
●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」「for Video」の２種類が
あります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダとの互換性を重視する場合は、「for Video」を
使用してください。●バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによって、書き込みに
失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、
DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R、DVD+RWに書き込みをおこなう際、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おこなえずエラーとなる場合があります。
●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用
ソフトウエア以外は動作保証しません。

［動画編集に関するご注意］
●本製品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PCです。●本製品は個人
用・家庭用の機器です。本製品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などでご確認ください。●ＤＶの取り込み／書き出しを正常におこなうには、
事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続
な状態で、DVの取り込み／書き出しをおこなうと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない
場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することを
おすすめいたします。●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。
●ハードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容の変化消失について当社はその責任を
一切負いませんので、あらかじめご了承ください。

ノートPC
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東芝がおすすめするMicrosoft ® Windows® XP
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持ち込み修理依頼は東芝PC工房

■ 東芝は、ご購入後も安心してお使いいただけます ■

お客様登録をおすすめいたします。
ご購入後「お客様登録」をdynabook.com上または、製品に同梱のハガキでお申し込みいただきますと、

最新のサポート情報などをメールにてお届けいたします。

0570-00-3100

東芝PCダイヤル（年中無休）

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。海外か

らの電話､携帯電話など、上記電話番号に接続できないお客様は、TEL:043-298-8780
までご連絡ください。

ナビダイヤル

●東京　TEL:03-3257-3100
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F

●大阪　TEL:06-6644-2281
〒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

営業時間 10：00～18：30 電話受付 10：15～12：00 13：00～18：15
（休館日：毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定日）

受付時間／9：00～19：00

受付時間／9：00～17：30〔祝日、特別休日を除く〕

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

東芝PC集中修理センタ

海外からの電話、携帯電話など、上記電話番号に接続できないお客様は、

TEL:043-278-8122までご連絡してください。

インターネットでのお申し込みの場合

フリーダイヤル0120-86-9192電話でのお申し込みの場合

東芝PCテクノセンタ

電話では説明しにくい疑問は、お客様自身にPCをお持ち込みいただき、

実機を触りながら専門スタッフが対面でサポートいたします。

365日 24時間受付サポート料無料専門スタッフがお客様にメールにてご回答いたします。

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

東芝PCオンライン

dynabook.com

●日本語での相談窓口／ILW Support Center  81-43-303-1062
受付時間（日本時間）9：00～21：00〔祝日、特別休日を除く〕

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

海外保守サポート（制限付き）：ILW
日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日

本への引き取り修理サービス、または一部地域での現地修理サービスをご利用いただけます。

サービスの制限事項・確認事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に同梱され
ている冊子やWebサイト（http://dynabook.com/assistpc/ilw.htm）をご覧ください。

dynabookの製品情報やイベント情報

などをご提供します。

・ホームページから修理のお申し込みをすることができます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/ilw4.htm

・保証期間が切れても安心「有料修理サポート」開始。（一部地域を除く）

海外からも日本語で安心、世界36地域対応
世界のスタッフ
が見守ります

サービス
拡大！！

海外保証対象地域（世界36地域）2004年5月現在

ご注意

東芝PC
総合情報サイト

カナダ、米国、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、
スウェ－デン、スペイン、チェコ、デンマ－ク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、
ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オ－ストラリア、
ニュージーランド、インドネシア、韓国、シンガポ－ル、タイ、中国、台湾、香港、フィリピン、マレ－シア

ダイナ ブック

h t t p : / / d y n a b o o k . c o m /

コムドット

Intel®CentrinoTM

モバイル・テクノロジ
Intel®Pentium®Mプロセッサ735
動作周波数 1.70GHz
2次キャッシュ 2MB

Intel®855GMEチップセット

統合型Intel®PRO/Wirelessネットワーク・コネクション

15型 XGA TFT カラー
高輝度Clear SuperView液晶

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-RAM、DVD-R/-RW、DVD+R/+RW、
DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM）

インテルのモバイルテクノロジ�

本ページ掲載のオプション価格には、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。

PCの再セットアップについて
ハードディスクに保存されているリカバリ用データは、市販のCDディスク／DVDディスクに保存して、リカバリ
CD／DVDを作成することができますが、万が一データ破損および誤って消去した際は、リカバリ用CD／DVDを
「東芝テクノセンタ」で販売しておりますのでお問い合せください。

インテル ®最新CPUを搭載した
スリム&ワイヤレスノートPC誕生。

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の
審査基準（2003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。

＊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。

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。



スリムなボディに最新CPUを搭載し、さらに高性能。

薄くて軽い約2.7kg。

「Newバックライトシステム」を採用して、画面の明るさを約2倍＊にUPさせた高輝度Clear

SuperView液晶を搭載しています。従来のバックライトでは、横に逃げてしまっていた光を

正面に集めることにより、光の拡散を最適化。PC全体の消費電力は従来機のままで、輝度

を約2倍UPさせ、より明るく美しい画面を実現させました。もちろん「Clear SuperView

液晶」ならではの艶やかな美しさはそのまま。引き締まった黒と鮮明な色彩を実現するハード

コート層と、映り込みを軽減する低反射コーティング層のダブルコーティング構造を採用し、

DVD映像などをコントラストの高い、メリハリのきいた画面で満喫することができます。

＊dynabook EX/522CDETモデル搭載の液晶約180cd/m2との比較

※画面の明るさは、お好みにより調整してお使いください。

明るさ約2倍!＊

15型 XGA 高輝度Clear SuperView液晶

デジタルビデオカメラからDVDディスクに直接ダビング。
DVDダイレクトレコーディング

DVDスーパーマルチドライブは、DVD-RAM、

DVD-R/-RW、DVD+R/+RWの5つのDVD

記録メディアに対応。メディアを選ばず気軽

にDVDに書き込みができます。

5つのDVDメディアを使い分けできるので安心！
DVDスーパーマルチドライブ＜バッファアンダーランエラー防止機能付き＞

i.LINKに接続したデジタルビデオカメラの映像は、DVD編集・記録ソフト「InterVideo

WinDVDTM Creator 2 Platinum for TOSHIBA」を使ってダイレクトにDVDディスクに録画が

可能です※。これまではいったんPCのハードディスクに取り込んでからDVDに記録を

おこなっていましたが、DVDダイレクトレコーディングなら、デジタルビデオカメラの

映像を直接DVDに記録できるので、ダビング時間が節約できます。

※DVD-RAM（DVD-VR形式）、DVD-RW（DVD-Video形式）でダイレクト書き込みできます。

DVD�
-RAM�
記　録�

DVD�
-R/-RW�
記　録�

DVD�
+R/+RW�
記　録�

DVD�
-ROM�
鑑 賞�

CD�
-ROM�
鑑 賞�

CD�
-R/RW�
記　録�

当社従来液晶← →高輝度Clear SuperView液晶

※イメージ比較

左側面部� 右側面部�背面部�

世界61地域対応モデム�

RGBコネクタ�

PCカードスロット�

ワイヤレスコミュニケーションスイッチ＊�

＊電波を発してはいけない場所等で使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。�

セキュリティロックスロット� ブロードバンド対応LANコネクタ�

USB2.0コネクタ� ヘッドホン出力�マイク入力�USB2.0コネクタ� USB2.0コネクタ�

ボリュームダイヤル� 電源コネクタ�S-Video出力� DVDスーパーマルチドライブ�

i.LINK（IEEE1394）コネクタ�

軽い!

明るい!

ダイレクト�
記録�

ダイバーシティアンテナ内蔵。
ワイヤレスLANデュアルモードIEEE802.11b/g

高感度なデータの送受信を実現するため、ダイバーシティアンテナを採用し、液晶上部

両サイドに内蔵。受信感度の良い方へ自動的に切り替えて、ワイヤレス通信を可能に

しています。また、高速ワイヤレス通信規格IEEE802.11g＊と、従来のワイヤレス通信規格

IEEE802.11b＊のデュアルモードで動画や映像などの重いデータもスピーディに転送できます。

※アクセスポイントが必要です。オプションの「IEEE802.11b/g 無線LANルータ［型番：IPCN071A］」を推奨します。

●ワイヤレスデバイス検索機能「ConfigFreeTM」搭載

近くのアクセスポイントを「ワイヤレスデバイス検索機能」ですばやくキャッチ。

有線←→ワイヤレス切り替えもケーブルを抜くだけで自動的におこなえます。

省電力で高性能を実現する。
Intel®CentrinoTM モバイル・テクノロジ

1 Intel® Pentium® Mプロセッサ735（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載）

動作周波数1.70GHz
業界最先端の90ナノメートルプロセス技術による最新CPU、Intel® Pentium®Mプロセッサ735（動作周波数

1.70GHz）を搭載。2MB省電力L2キャッシュを内蔵し、より高いパフォーマンスと低消費電力を実現しています。

2 統合型Intel®PRO/Wirelessネットワーク・コネクション
Intel® CentrinoTMモバイル・テクノロジには、ワイヤレス通信機能があらかじめ組み込まれているので、いつでも

安定したワイヤレス接続がおこなえます。

3 Intel® 855GMEチップセット
Intel® Pentium® Mプロセッサ735の能力を最大限に引き出すIntel® 855GMEチップセットを搭載。これに

よりCPUパワーを必要とするアプリケーションが低消費電力で実行可能です。

省エネ�
CPU

東芝がおすすめするMicrosoft ® Windows® XP

インテルのモバイルテクノロジ�

IEEE802.11b/g準拠ワイヤレスLAN対応地域 2004年5月現在

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、

イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、

スイス、イギリス、アメリカ、ギリシャ、日本

※本製品は、上記にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。対応国／

地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できない

ことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

この製品の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器の

ほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、

免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、この製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの製品の使用チャンネルを変更

するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

ワイヤレスLANに関するご注意

2.4DSOF4
ワイヤレスLAN

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、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、オーストラリア、

ニュージーランド、バングラデシュ、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、中国、台湾、香港、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、日本

内蔵モデム対応地域 2004年5月現在

※1. Windows®XP Home Editionでは、WindowsNT®Server、Windows®2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
※4. 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。2GB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、1GBのメモリを2枚装着してください。取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。
※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）

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。
※6. 高輝度Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。

輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※7. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※8. 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。
※9. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、

初期設定では、表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する
場合は仮想スクリーン表示となります。

※10.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。リカバリ領域として約1.8GB使用しています。リカバリ領域は
FAT32で設定されています。

※11.バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛んだり、書き込みに失敗する
おそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して
読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※12. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※13.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。
※14.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。なお、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。
※15.カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※16.内蔵モデムは対応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。
※17.無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※18. USB1.1/2.0対応。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。
※19. 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。
※20. TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。
※21. バッテリパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※22.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）。

ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※23.同梱されているACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、

当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。
※24. 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。

（※13）

Microsoft®Windows® XP Home Edition Service Pack 1a（※1）（※2）

Intel®CentrinoTM モバイル・テクノロジ

Intel®Pentium®M プロセッサ735

（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載）

動作周波数1.70GHz

統合型Intel®PRO/Wirelessネットワーク・コネクション

Intel®855GME チップセット

32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）

2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）

512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b

256MB／2GB（PC2700対応、DDR SDRAM）（※3）（※4）

2スロット（※4）

15型 XGA TFTカラー高輝度Clear SuperView液晶1,024×768ドット（※5）（※6）

最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※7）

最大1,024×768ドット（※8）

最大64MB（メインメモリと共用）

Intel®855GMEに内蔵

すべて1,677万色（※9） 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

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

タッチパッド

オーディオボタン

60GB（Ultra ATA100対応）（※10）

約6.3GB

DVD-ROM、DVD-Video（※14）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※15）、DVD+R、DVD+RW、

音楽CD、CD-ROM、CD-R､CD-RW､マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

データ:最大56kbps（V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応）、FAX:最大14.4kbps（※16）

100Base-TX／10Base-T（自動認識）

IEEE802.11 b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP）、1～11ch（※17）

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

TYPEⅡ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）

●RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×3（※18）

●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1

●ヘッドホン／ライン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1

●LAN（RJ45）×1 ●モデム（RJ11）×1

●i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※19） ●S-Video出力×1（※20）

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

リチウムイオン（バッテリパック）（※21）

約2.1時間（※22）

約2.5時間（電源OFF時）／約3～6時間以上（電源ON時）

AC100V～240V、50/60Hz（※23）

約60W

S区分0.00025（※24）

温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）

338mm（幅）×274mm（奥行）×27mm（最薄部）×38mm（高さ）

約2.7kg（バッテリパック装着時）

●ACアダプタ ●ACケーブル　●マニュアル　●保証書

●アプリケーションDVD ●バッテリパック（本体装着済み）

●USB光学式マウス他

あり

Microsoft® Office Personal Edition 2003 / Microsoft® Office OneNoteTM 2003

プレインストールOS

（モバイル）テクノロジ

プロセッサ

ワイヤレスソリューション

チップセット

キャッシュメモリ
1次キャッシュ

2次キャッシュ

BIOS ROM

メモリ
標準／最大

メモリ専用スロット

内部ディスプレイ

外部ディスプレイ（オプション）

内部ディスプレイと同時表示

表示機能 ビデオRAM

グラフィックアクセラレータ

表示色数：解像度

本体キーボード

入力装置 ポインティングデバイス

ワンタッチ操作ボタン等

ハードディスク

ソフトウェア占有量

補助記憶装置 ドライブ

読み出し対応フォーマット

モデム

通信機能 LAN

ワイヤレスLAN

サウンド機能

PCカードスロット

インタフェース

セキュリティ機能

バッテリ

電源
JEITA測定法1.0

充電時間

ACアダプタ

消費電力
最大

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

環境条件

外形寸法（突起部含まず）

質量

主な付属品

ILW対応（制限付海外保証）

主なアプリケーション

DVDスーパーマルチドライブ（※11）

DVD-RAM書き換え 最大 2倍速

DVD-RW書き換え 最大 2倍速

DVD-R書き込み 最大 4倍速

DVD+RW書き換え 最大2.4倍速

DVD+R書き込み 最大2.4倍速

CD-RW書き換え 最大 8倍速

CD-R書き込み 最大16倍速

DVD-ROM読み出し 最大 8倍速

CD-ROM読み出し 最大24倍速

12/8cmディスク対応、ATAPI接続

バッファアンダーランエラー防止機能

TX／2517LDSWモデル
PATX2517LDSW

モデル名／型番

（※12）

※DVDレコーダとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをお勧めします。

データ
バックアップ
作成

PCに入った大事なデータはDVDにバックアップとして保存しておくことが

できます。DVD-RやDVD-RWであれば、大容量約4.7GBのデータまで

1枚のディスクに保存することができます。万が一、PCが故障しても

大事なデータを損失することもなく安心です。
dynabook
オリジナル

感度�
良好�

NEW



スリムなボディに最新CPUを搭載し、さらに高性能。

薄くて軽い約2.7kg。

「Newバックライトシステム」を採用して、画面の明るさを約2倍＊にUPさせた高輝度Clear

SuperView液晶を搭載しています。従来のバックライトでは、横に逃げてしまっていた光を

正面に集めることにより、光の拡散を最適化。PC全体の消費電力は従来機のままで、輝度

を約2倍UPさせ、より明るく美しい画面を実現させました。もちろん「Clear SuperView

液晶」ならではの艶やかな美しさはそのまま。引き締まった黒と鮮明な色彩を実現するハード

コート層と、映り込みを軽減する低反射コーティング層のダブルコーティング構造を採用し、

DVD映像などをコントラストの高い、メリハリのきいた画面で満喫することができます。

＊dynabook EX/522CDETモデル搭載の液晶約180cd/m2との比較

※画面の明るさは、お好みにより調整してお使いください。

明るさ約2倍!＊

15型 XGA 高輝度Clear SuperView液晶

デジタルビデオカメラからDVDディスクに直接ダビング。
DVDダイレクトレコーディング

DVDスーパーマルチドライブは、DVD-RAM、

DVD-R/-RW、DVD+R/+RWの5つのDVD

記録メディアに対応。メディアを選ばず気軽

にDVDに書き込みができます。

5つのDVDメディアを使い分けできるので安心！
DVDスーパーマルチドライブ＜バッファアンダーランエラー防止機能付き＞

i.LINKに接続したデジタルビデオカメラの映像は、DVD編集・記録ソフト「InterVideo

WinDVDTM Creator 2 Platinum for TOSHIBA」を使ってダイレクトにDVDディスクに録画が

可能です※。これまではいったんPCのハードディスクに取り込んでからDVDに記録を

おこなっていましたが、DVDダイレクトレコーディングなら、デジタルビデオカメラの

映像を直接DVDに記録できるので、ダビング時間が節約できます。

※DVD-RAM（DVD-VR形式）、DVD-RW（DVD-Video形式）でダイレクト書き込みできます。

DVD�
-RAM�
記　録�

DVD�
-R/-RW�
記　録�

DVD�
+R/+RW�
記　録�

DVD�
-ROM�
鑑 賞�

CD�
-ROM�
鑑 賞�

CD�
-R/RW�
記　録�

当社従来液晶← →高輝度Clear SuperView液晶

※イメージ比較

左側面部� 右側面部�背面部�

世界61地域対応モデム�

RGBコネクタ�

PCカードスロット�

ワイヤレスコミュニケーションスイッチ＊�

＊電波を発してはいけない場所等で使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。�

セキュリティロックスロット� ブロードバンド対応LANコネクタ�

USB2.0コネクタ� ヘッドホン出力�マイク入力�USB2.0コネクタ� USB2.0コネクタ�

ボリュームダイヤル� 電源コネクタ�S-Video出力� DVDスーパーマルチドライブ�

i.LINK（IEEE1394）コネクタ�

軽い!

明るい!

ダイレクト�
記録�

ダイバーシティアンテナ内蔵。
ワイヤレスLANデュアルモードIEEE802.11b/g

高感度なデータの送受信を実現するため、ダイバーシティアンテナを採用し、液晶上部

両サイドに内蔵。受信感度の良い方へ自動的に切り替えて、ワイヤレス通信を可能に

しています。また、高速ワイヤレス通信規格IEEE802.11g＊と、従来のワイヤレス通信規格

IEEE802.11b＊のデュアルモードで動画や映像などの重いデータもスピーディに転送できます。

※アクセスポイントが必要です。オプションの「IEEE802.11b/g 無線LANルータ［型番：IPCN071A］」を推奨します。

●ワイヤレスデバイス検索機能「ConfigFreeTM」搭載

近くのアクセスポイントを「ワイヤレスデバイス検索機能」ですばやくキャッチ。

有線←→ワイヤレス切り替えもケーブルを抜くだけで自動的におこなえます。

省電力で高性能を実現する。
Intel®CentrinoTM モバイル・テクノロジ

1 Intel® Pentium® Mプロセッサ735（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載）

動作周波数1.70GHz
業界最先端の90ナノメートルプロセス技術による最新CPU、Intel® Pentium®Mプロセッサ735（動作周波数

1.70GHz）を搭載。2MB省電力L2キャッシュを内蔵し、より高いパフォーマンスと低消費電力を実現しています。

2 統合型Intel®PRO/Wirelessネットワーク・コネクション
Intel® CentrinoTMモバイル・テクノロジには、ワイヤレス通信機能があらかじめ組み込まれているので、いつでも

安定したワイヤレス接続がおこなえます。

3 Intel® 855GMEチップセット
Intel® Pentium® Mプロセッサ735の能力を最大限に引き出すIntel® 855GMEチップセットを搭載。これに

よりCPUパワーを必要とするアプリケーションが低消費電力で実行可能です。

省エネ�
CPU

東芝がおすすめするMicrosoft ® Windows® XP

インテルのモバイルテクノロジ�

IEEE802.11b/g準拠ワイヤレスLAN対応地域 2004年5月現在

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、

イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、

スイス、イギリス、アメリカ、ギリシャ、日本

※本製品は、上記にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。対応国／

地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できない

ことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

この製品の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器の

ほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、

免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、この製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの製品の使用チャンネルを変更

するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

ワイヤレスLANに関するご注意

2.4DSOF4
ワイヤレスLAN

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、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、オーストラリア、

ニュージーランド、バングラデシュ、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、中国、台湾、香港、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、日本

内蔵モデム対応地域 2004年5月現在

※1. Windows®XP Home Editionでは、WindowsNT®Server、Windows®2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
※4. 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。2GB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、1GBのメモリを2枚装着してください。取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。
※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）

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。
※6. 高輝度Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。

輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※7. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※8. 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。
※9. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、

初期設定では、表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する
場合は仮想スクリーン表示となります。

※10.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。リカバリ領域として約1.8GB使用しています。リカバリ領域は
FAT32で設定されています。

※11.バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛んだり、書き込みに失敗する
おそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して
読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※12. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※13.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。
※14.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。なお、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。
※15.カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※16.内蔵モデムは対応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。
※17.無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※18. USB1.1/2.0対応。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。
※19. 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。
※20. TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。
※21. バッテリパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※22.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）。

ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※23.同梱されているACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、

当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。
※24. 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。

（※13）

Microsoft®Windows® XP Home Edition Service Pack 1a（※1）（※2）

Intel®CentrinoTM モバイル・テクノロジ

Intel®Pentium®M プロセッサ735

（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載）

動作周波数1.70GHz

統合型Intel®PRO/Wirelessネットワーク・コネクション

Intel®855GME チップセット

32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）

2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）

512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b

256MB／2GB（PC2700対応、DDR SDRAM）（※3）（※4）

2スロット（※4）

15型 XGA TFTカラー高輝度Clear SuperView液晶1,024×768ドット（※5）（※6）

最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※7）

最大1,024×768ドット（※8）

最大64MB（メインメモリと共用）

Intel®855GMEに内蔵

すべて1,677万色（※9） 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

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

タッチパッド

オーディオボタン

60GB（Ultra ATA100対応）（※10）

約6.3GB

DVD-ROM、DVD-Video（※14）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※15）、DVD+R、DVD+RW、

音楽CD、CD-ROM、CD-R､CD-RW､マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

データ:最大56kbps（V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応）、FAX:最大14.4kbps（※16）

100Base-TX／10Base-T（自動認識）

IEEE802.11 b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP）、1～11ch（※17）

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

TYPEⅡ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）

●RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×3（※18）

●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1

●ヘッドホン／ライン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1

●LAN（RJ45）×1 ●モデム（RJ11）×1

●i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※19） ●S-Video出力×1（※20）

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

リチウムイオン（バッテリパック）（※21）

約2.1時間（※22）

約2.5時間（電源OFF時）／約3～6時間以上（電源ON時）

AC100V～240V、50/60Hz（※23）

約60W

S区分0.00025（※24）

温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）

338mm（幅）×274mm（奥行）×27mm（最薄部）×38mm（高さ）

約2.7kg（バッテリパック装着時）

●ACアダプタ ●ACケーブル　●マニュアル　●保証書

●アプリケーションDVD ●バッテリパック（本体装着済み）

●USB光学式マウス他

あり

Microsoft® Office Personal Edition 2003 / Microsoft® Office OneNoteTM 2003

プレインストールOS

（モバイル）テクノロジ

プロセッサ

ワイヤレスソリューション

チップセット

キャッシュメモリ
1次キャッシュ

2次キャッシュ

BIOS ROM

メモリ
標準／最大

メモリ専用スロット

内部ディスプレイ

外部ディスプレイ（オプション）

内部ディスプレイと同時表示

表示機能 ビデオRAM

グラフィックアクセラレータ

表示色数：解像度

本体キーボード

入力装置 ポインティングデバイス

ワンタッチ操作ボタン等

ハードディスク

ソフトウェア占有量

補助記憶装置 ドライブ

読み出し対応フォーマット

モデム

通信機能 LAN

ワイヤレスLAN

サウンド機能

PCカードスロット

インタフェース

セキュリティ機能

バッテリ

電源
JEITA測定法1.0

充電時間

ACアダプタ

消費電力
最大

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

環境条件

外形寸法（突起部含まず）

質量

主な付属品

ILW対応（制限付海外保証）

主なアプリケーション

DVDスーパーマルチドライブ（※11）

DVD-RAM書き換え 最大 2倍速

DVD-RW書き換え 最大 2倍速

DVD-R書き込み 最大 4倍速

DVD+RW書き換え 最大2.4倍速

DVD+R書き込み 最大2.4倍速

CD-RW書き換え 最大 8倍速

CD-R書き込み 最大16倍速

DVD-ROM読み出し 最大 8倍速

CD-ROM読み出し 最大24倍速

12/8cmディスク対応、ATAPI接続

バッファアンダーランエラー防止機能

TX／2517LDSWモデル
PATX2517LDSW

モデル名／型番

（※12）

※DVDレコーダとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをお勧めします。

データ
バックアップ
作成

PCに入った大事なデータはDVDにバックアップとして保存しておくことが

できます。DVD-RやDVD-RWであれば、大容量約4.7GBのデータまで

1枚のディスクに保存することができます。万が一、PCが故障しても

大事なデータを損失することもなく安心です。
dynabook
オリジナル

感度�
良好�

NEW



※画面はハメコミ合成です。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。2003年10月1日から、資源有効利用促進法に基づいた家庭系PCのリサイクルが始まり、

使用済みPCを排出する場合は回収再資源化料金が必要となりました。なお、「PCリサイクルマーク」のついた東芝製PCは排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

受付・お問い合わせについては、「東芝dynabookリサイクルセンタ」へお願いいたします（詳細は裏表紙をご覧ください）。

PCリサイクルマーク

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

モバイルディスク5GB

※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。

注1）バッテリパックは消耗品です。注2）製品についてのお問い合わせは東芝PC
IOSセンター TEL：043-278-5970 注3）最新の動作確認機種については、東芝
周辺機器情報サイト（http://www3. toshiba.co.jp/peripheral/）をご参照ください。
注4）7月中旬発売予定。注5）6月中旬発売予定。

■オプション
（2004年5月現在）価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

製　品　名 型　番
増設メモリ256MB（タイプ1） PAME2561
増設メモリ512MB（タイプ1） PAME5121
増設メモリ1GB（タイプ1） PAME1001
バッテリパック（2,200mAh） 注1） PABAS048
バッテリパック（4,400mAh） 注1） PABAS049
大容量バッテリパック（8,800mAh） 注1） PABAS050

フロッピーディスクドライブ（USB）（約280g） PA2680UJ
PA2680UW

DVDマルチドライブ（USB2.0対応） IPCS062A
（本体／約320g、ケーブル・ACアダプタ／約180g）
モバイルディスク5GB IPCS073A
TVチューナボックス PATVT002
ビデオキャプチャPCカード 注2）注3） IPCV061A
東芝USBフラッシュメモリ（128MB） 注2） IPCS060A-128
東芝USBフラッシュメモリ（256MB） 注2） IPCS060A-256
無線LANPCカ－ド（IEEE802.11b/g） 注2）注4） IPCN072A
無線LANルータ（IEEE802.11b/g） 注2）注4） IPCN071A
PCコミュニケーションカメラ 注2） IPCV054A
ポータブルHDD 80GB 注2） IPCS070A-80
ポータブルHDD 40GB 注2） IPCS070A-40
BluetoothTM USBアダプタ 注5） IPCN075A

注1）JavaTM 環境は、Sun Microsystems社のJavaTM 2 Runtime Environment Standard Edition
Version 1.4.2が搭載されています。なおMicrosoft® Virtual Machine for JavaTMは搭載されていません。

注2）インターネットの接続料金は、日本テレコム株式会社から1ヶ月単位で請求されます。
注3）ミックスパーク10MB 90日間無料サービスは、2004年12月までのお申し込みとさせていただきます。

あらかじめご了承ください。
注4）時刻表・料金・路線等の改定に伴う最新情報は反映されません。（株）ヴァル研究所にて

オンラインによる優待バージョンアップがおこなえます。（2005年8月31日まで）
注5）無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降ご使用になる場合は、ライセンスキーを

ご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/ をご覧ください。
注6）無料利用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始するには、会員登録が必要になります。

90日（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページ（http://www.zmap.net/）より継続購入
手続をおこなってください。

注7）パケットライト機能をご利用の際には、「DLA for TOSHIBA」をご使用ください。Video編集
およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへのデータ書き込みはできません。

注8）ライトワンスメディア（CD-R、DVD-R、DVD+R）への書き込みはサポートしません。
注9）音楽ファイルをメモリースティックにチェックアウトするには、メモリースティックメディアおよび

メモリースティックスロットがMagicGateに対応している必要があります。また、SDメモリカードへの
チェックアウトはできません。

注10）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（TEL：03-3257-3100）で販売しております。

注11）ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は新種のウィルスやワーム、クラッキングからの保護
を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から
90日間となります。期間終了後は有料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/key_top.aspをご覧ください。

注12）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定ができます。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール
●…アプリケーションDVD添付のみ
ＯＳ Microsoft®Windows® XP Home Edition Service Pack 1a

Microsoft®
ワープロ Microsoft® Office Word 2003

Office Personal
表計算 Microsoft® Office Excel 2003
メール Microsoft® Office Outlook® 2003

Edition 2003
Home Style+

Microsoft® Office デジタルノート Microsoft® Office OneNoteTM 2003
OneNoteTM  2003 アプリケーション
かな漢字変換 Microsoft® IME 2003

ブラウザ Microsoft® Internet Explorer 6.0
JavaTM 2 Runtime Environment 注1）Java
Standard Edition Version1.4.2
＠nifty
AOL
DION
BIGLOBE

プロバイダ入会／ infoPepper
ADSL申し込み ODN

インターネット/ OCN
通信 Powered Internet

かるがるネット 注2）
サービス cocoa

ADSL申し込み
Yahoo! BB
フレッツADSL

接続ナビゲーション 簡単インターネット
ホームページ作成 ホームページミックス/R.2 注3）
英日/日英翻訳 The翻訳インターネットV 8.0LE
メール Microsoft®Outlook®Express 
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4）
ekitanExpress Online V1.4 注5）

実用 はがき作成 筆ぐるめVer.11

地図 プロアトラスW2 for TOSHIBA
ゼンリンデジタル全国地図 it's-mo Navi 注6）

日記作成 マイペンシル/R.2

DVD編集・記録
InterVideo WinDVDTM

Creator 2 Platinum for TOSHIBA
動画編集 Windows Movie Maker2

静止画編集 デジカメWalker2 SE（Ulead iPhoto Express5.0JSE）
Adobe®Photoshop®Album 2.0 Mini

マルチメディア プレーヤ Windows MediaTM Player 9
DVDプレーヤ InterVideo WinDVDTM 5 for TOSHIBA

RecordNow! for TOSHIBA 注7）
CD/DVDライティングソフト DLA for TOSHIBA 注8）

Recovery Disc Creator
音楽ファイル管理/再生 BeatJam for TOSHIBA 注9）
音声認識/音声合成 LaLaVoice 注10）
ウィルス検索/駆除 Norton Internet Security 2004 注11）
画面拡大 Smooth ViewTM

PDFファイルビューア Adobe® Reader 6.0

サポート CyberSupport for TOSHIBA
できるdynabook

ユーザー登録 東芝お客様登録
その他 壁紙切替え くるくる壁紙チェンジャーVersion 2.1
ユーティリティドライブ制御 CD/DVD静音ユーティリティ

アクセサリー ぱらちゃん Version 2.2
オンラインマニュアル
省電力設定ユーティリティ 注12）
パッドタッチTM

ConfigFreeTM

PC診断ツール

○
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○
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■ソフトウェア

TX/2517LDSW

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」等をよくお読みください。

！

PC-047©0405114(1)DNP

［著作権に関するご注意］
●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、その著作権及び著作権者の
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、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ
おこなうことができます。上記の目的を超えて、著作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おこなうと、「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には、
著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

バッテリのリサイクルにご協力ください。
東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を
おこなっております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池
リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はhttp://www.jbrc.com

PCリサイクルマークがついた東芝製PCは

排出時に新たな回収再資源化料金の負担なく引き取ります。

［受付窓口］東芝dynabookリサイクルセンタ

［回収お申し込み方法］
●東芝ホームページよりお申し込みの場合
ホームページ：http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm（24時間受付）

●電話にてお申し込みの場合
東芝dynabookリサイクルセンタ TEL：043-303-0200
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日、当社指定の休日を除く）
FAX：043-303-0202（24時間受付）

●本カタログ掲載の製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。●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Centrino、Intel Centrinoロゴ、Intel SpeedStep、
Pentium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、Outlook､Windows Media､Windowsロゴ、
Windowsスタートロゴ、Officeロゴは､米国Microsoft Corporationの米国およ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。●Adobe、Adobeロゴは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。●「CyberSupport」「ホームページミックス」「マイペンシル」「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。●「CyberSupport」
「ホームページミックス/R.2」「マイペンシル/R.2」「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「CyberSupport」「ホームページミックス/R.2」「マイペンシル/R.2」「BeatJam」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。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティックDuo、“Open MG”および
“Open MG”ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●InterVideo、InterVideo WinDVD Creator 2 PlatinumはInterVideo Incorporatedの登録商標または商標です。●Java、Sun、
Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●「駅前探険倶楽部」「ekitanExpress Online」「LaLaVoice」は株式会社東芝の
商標です。■DVDレコーダとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDDの容量いっぱいまでご使用になりますと、パソコンの動きが
不安定になったり、故障の遠因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PC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」をおこなっただけでは再生されることがあります。
完全消去をおこなう場合は、専門業者に依頼（有料）もしくは、市販のソフトウェア（有料）などを使用してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■本製品に使われているプロセッサ（CPU）
の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm ■パソコン本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6カ月です。
■付属品についてのお問い合わせは､株式会社ITサービス（本社TEL：044-540-2574）まで。■Microsoft®Windows® XP Home Edition対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェア
および周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェアおよ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、実際の製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写真、内容およ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。■誤動作や故障により､本製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、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については､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。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、
同梱の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、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、市販のパッケージ製品とソフトの内容・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。■本製品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が
発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■このカタログのディスク容量は、1MB=10002byte、1GB=10003byte換算値です。1MB=10242byte、
1GB=10243byte換算のものとは表記上同容量でも、実用量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに表記されている数値および表現は2004年5月現在のものです。

PC &ネットワーク社

PC第一事業部 〒105ｰ8001  東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

［DVDスーパーマルチドライブに関するご注意］
●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、
DVD+R、DVD+RWへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、
DVD+R、DVD+RWのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集
できない場合があります。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。
●カートリッジの取り外しのできないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの
書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みをおこなう際にはDVD-RW、
DVD+RWの消去をおこなってください。消去をおこなうと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた
情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去をおこなうように注意してください。
●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域
なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販の
DVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディア
はPCのドライブでは書き込みすることができません。一般メディア（for General）を使用してください。
●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」「for Video」の２種類が
あります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダとの互換性を重視する場合は、「for Video」を
使用してください。●バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによって、書き込みに
失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、
DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R、DVD+RWに書き込みをおこなう際、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おこなえずエラーとなる場合があります。
●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用
ソフトウエア以外は動作保証しません。

［動画編集に関するご注意］
●本製品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PCです。●本製品は個人
用・家庭用の機器です。本製品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などでご確認ください。●ＤＶの取り込み／書き出しを正常におこなうには、
事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続
な状態で、DVの取り込み／書き出しをおこなうと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない
場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することを
おすすめいたします。●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。
●ハードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容の変化消失について当社はその責任を
一切負いませんので、あらかじめご了承ください。

ノートPC
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東芝がおすすめするMicrosoft ® Windows® XP

TX/2517LDSW

持ち込み修理依頼は東芝PC工房

■ 東芝は、ご購入後も安心してお使いいただけます ■

お客様登録をおすすめいたします。
ご購入後「お客様登録」をdynabook.com上または、製品に同梱のハガキでお申し込みいただきますと、

最新のサポート情報などをメールにてお届けいたします。

0570-00-3100

東芝PCダイヤル（年中無休）

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。海外か

らの電話､携帯電話など、上記電話番号に接続できないお客様は、TEL:043-298-8780
までご連絡ください。

ナビダイヤル

●東京　TEL:03-3257-3100
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F

●大阪　TEL:06-6644-2281
〒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

営業時間 10：00～18：30 電話受付 10：15～12：00 13：00～18：15
（休館日：毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定日）

受付時間／9：00～19：00

受付時間／9：00～17：30〔祝日、特別休日を除く〕

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

東芝PC集中修理センタ

海外からの電話、携帯電話など、上記電話番号に接続できないお客様は、

TEL:043-278-8122までご連絡してください。

インターネットでのお申し込みの場合

フリーダイヤル0120-86-9192電話でのお申し込みの場合

東芝PCテクノセンタ

電話では説明しにくい疑問は、お客様自身にPCをお持ち込みいただき、

実機を触りながら専門スタッフが対面でサポートいたします。

365日 24時間受付サポート料無料専門スタッフがお客様にメールにてご回答いたします。

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

東芝PCオンライン

dynabook.com

●日本語での相談窓口／ILW Support Center  81-43-303-1062
受付時間（日本時間）9：00～21：00〔祝日、特別休日を除く〕

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

海外保守サポート（制限付き）：ILW
日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日

本への引き取り修理サービス、または一部地域での現地修理サービスをご利用いただけます。

サービスの制限事項・確認事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に同梱され
ている冊子やWebサイト（http://dynabook.com/assistpc/ilw.htm）をご覧ください。

dynabookの製品情報やイベント情報

などをご提供します。

・ホームページから修理のお申し込みをすることができます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/ilw4.htm

・保証期間が切れても安心「有料修理サポート」開始。（一部地域を除く）

海外からも日本語で安心、世界36地域対応
世界のスタッフ
が見守ります

サービス
拡大！！

海外保証対象地域（世界36地域）2004年5月現在

ご注意

東芝PC
総合情報サイト

カナダ、米国、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、
スウェ－デン、スペイン、チェコ、デンマ－ク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、
ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オ－ストラリア、
ニュージーランド、インドネシア、韓国、シンガポ－ル、タイ、中国、台湾、香港、フィリピン、マレ－シア

ダイナ ブック

h t t p : / / d y n a b o o k . c o m /

コムドット

Intel®CentrinoTM

モバイル・テクノロジ
Intel®Pentium®Mプロセッサ735
動作周波数 1.70GHz
2次キャッシュ 2MB

Intel®855GMEチップセット

統合型Intel®PRO/Wirelessネットワーク・コネクション

15型 XGA TFT カラー
高輝度Clear SuperView液晶

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD-RAM、DVD-R/-RW、DVD+R/+RW、
DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM）

インテルのモバイルテクノロジ�

本ページ掲載のオプション価格には、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。

PCの再セットアップについて
ハードディスクに保存されているリカバリ用データは、市販のCDディスク／DVDディスクに保存して、リカバリ
CD／DVDを作成することができますが、万が一データ破損および誤って消去した際は、リカバリ用CD／DVDを
「東芝テクノセンタ」で販売しておりますのでお問い合せください。

インテル ®最新CPUを搭載した
スリム&ワイヤレスノートPC誕生。

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の
審査基準（2003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。

＊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。

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。


