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準備しよう
パソコンの準備と設定

1章 パソコンの準備
 －セットアップ－

2章 買い替えのお客様へ

3章 インターネットを
    快適に利用するために
 －ウイルスチェック／セキュリティ対策－

4章 大切なデータを失わないために
 －バックアップ－

5章 買ったときの状態に戻すには
 －リカバリ－

6章 デイリーケアとアフターケア
 －廃棄と譲渡－

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

2章 ネットワークの世界へ

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

4章 バッテリ駆動で使う

5章 システム環境の変更

6章 パソコンの動作がおかしいときは

7章 お問い合わせされるときは

いろいろな機能を使おう
パソコンを使いこなそう

映像と音楽を楽しもう

保存したファイルなどを
開くときにクリックします。

アプリケーションを起動するときにクリックします。

最近使ったアプリケーションが表示されます。

パソコンの使用を中断するときにクリックし、
パソコンをスリープにします。
スリープ機能の詳細については、
『準備しよう』を参照してください。

パソコンの終了

クリックとは
タッチパッドやマウスの左ボタンを
1回押すこと

数日以上パソコンを使わないときは、
電源を切ってください。
電源を切る方法は、『準備しよう』を参照
してください。

（表示例）

ポインタ
タッチパッドやマウスで操作
する位置を示します。パソコン
が作業している間は　（輪）の
形になります。

デスクトップ画面

アイコン
ファイルやアプリケーション
などを絵で表したものです。
ダブルクリックで起動します。

［スタート］メニュー
クリックすると下の画面が表示されます。

ダブルクリックとは
タッチパッドやマウスの
左ボタンをすばやく2回
押すこと

通知領域
メモリカードの挿入やネットワークの接続
など、パソコンの状態を示します。

IMEツールバー
文字の入力方式を選択できます。

アイエムイー

タスクバー
起動中のアプリケーションをボタン状に表示します。
クリックで切り替えます。

（表示例）

デスクトップ画面とパソコンの終了
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サイドバー
ガジェット・dynabookランチャーを
表示します。『準備しよう』を参照し
てください。

お願い

次の項目は、アクセスポイントに付属の取扱説明書を確認
してください。
■アクセスポイントがWPSに対応しているかどうか
■アクセスポイントでの設定や取り扱い方法など
■アクセスポイントのSSIDやセキュリティ キーについて
ご不明な点は、アクセスポイントのメーカにお問い合わせ
ください。

アクセスポイントがWPSプッシュボタン方式
に対応しているかどうかを調べる

接続設定の準備をしよう

無線LANでインターネットに接続する際の接続イメージは下の図のとおりです。

必要な情報を確認しよう

インターネットに接続するためにはこのシートに書いてある設定のあとに、アクセスポイントなどの設定を行ってください。

アクセスポイントに付属の取扱説明書を用意し、次のことを行って
ください。

WPS（Wi-Fi Protected Setup）とは？

無線LAN機器の設定やセキュリティの設定を簡素化するための
無線LAN業界団体「Wi-Fi アライアランス」規格のことです。

接続事業者
（プロバイダ）

無線LAN内蔵パソコン
（本製品）

アクセスポイント

回線モデム
回線コンセント

アクセスポイントと
パソコンの接続設定

パソコン以外に用意するもの・必要な設定

■アクセスポイントの購入
■インターネットへの接続設定

■ADSLなどの回線契約
■プロバイダへの加入

■
 
アクセスポイントに付属のソフトウェア（クライアントソフト）には対応していませんので、インストールしないでください。

 このシートで紹介している無線LANソフトウェア「ConfigFree」が正常に動作しなくなる場合があります。
コンフィグフリー

このシートで説明している部分

お問い合わせ先について

お問い合わせ先は、内容によって異なります。

知りたい内容 お問い合わせ先

アクセスポイントがWPSに対応しているかどうか アクセスポイントのメーカ

アクセスポイントの設定方法など

アクセスポイントのSSIDやセキュリティ キーなど

プロバイダ接続情報（アカウント名、パスワード、DNSサーバなど）

メールアドレス、メールアカウントなどの情報

パソコン側の設定、ConfigFreeの使いかた

アクセスポイントのメーカ

アクセスポイントのメーカ

ご契約のプロバイダ

ご契約のプロバイダ

東芝PCあんしんサポート

このシートでは、アクセスポイントがWPSプッシュボタン方式
（WPSとよびます）に対応している場合と、対応していない場合
について、それぞれの接続設定方法を説明しています。

マニュアル紹介シート

本製品には、次のマニュアルが付属しています。目的に合わせてお読みください。

役立つ冊子マニュアル

最初に見るマニュアル

準備しよう
Windows®のセットアップやウイルス対策など、パソコンを使い始めるまでに必要な準備
と設定の方法を説明しています。また、パソコンを買い替えたときのデータの移行方法や、
購入時の状態に戻す（リカバリ）方法なども説明しています。

安心してお使いいただくために
本製品を安全に正しく使うために重要なことが記載されています。
必ずお読みになり、正しくお使いください。

＊＊＊＊＊＊シリーズをお使いのかたへ
本製品に付属している機器や、アプリケーション、またメモリ容量やバッテリ駆動
で使用できる時間など細かい製品仕様を記載しています。

目的に合わせて見るマニュアル

映像と音楽を楽しもう
「DVDが見たい」「映像を編集してDVDにしたい」

DVDをパソコンで見たり、映像をDVDに記録する方法、自分の好きな曲を集めた
CDを作る方法など、オーディオ・ビジュアル機能の楽しみかたを説明しています。

「テレビが見たい」＊Qosmioシリーズのみ
パソコンでテレビを見たり、録画したりする方法を説明しています。

いろいろな機能を使おう
「メモリを増設したい」「周辺機器を使いたい」

本製品にはどんな機能があるのか、どんな周辺機器が使えるのか、接続のしかたや
機器を使うときに気をつけていただきたいことについて説明しています。
また、パソコンの動作がおかしいと思ったときの解決策も説明しています。

無線LANらくらく設定シート
「無線でネットワークにつなぎたい」

LANケーブルをパソコンにつながない状態でLANに接続するための、
簡単な設定方法を説明しています。

アシストシート
「キーボードにさわるのは初めて」

ローマ字での入力のしかたや、入力に使うキーの位置など、
文字入力のちょっとしたわからないことを説明しています。
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東芝PCサポートのご案内

東芝ID（TID）お客様登録をおすすめしています。

登録すると、専用個人ページ「Room1048」を開設したり、

メールマガジンが届いたり、

ポイントをためてプレゼントの抽選に応募できる、など

いろいろな特典があります。

本パンフレットの記載内容は、2007年4月現在のものです。内容については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承 願います。

トラブルが発生したら……

東芝PCサポートのご案内
修理や訪問サポートの窓口など、サポート体制について紹介しています。

※ 冊子マニュアル「いろいろな機能を使おう」や、電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」の

  「困ったときは」に、トラブルが起きたときの基本的なQ&A集があるので参考にしてください。

電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」

パソコンの画面で見るマニュアルです。

パソコンの基本的な操作から活用のしかた、困ったときの対処法など、いろいろなことについて説明しています。
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トップ画面を見てみよう！

パソコンの基本操作
はじめてパソコンを使うかた向けに、
パソコンの基本的な操作について説明しています。

困ったときは 
困ったときのQ&A集や役に立つ操作、
アプリケーションのお問い合わせ先
などを紹介しています。

［このマニュアルの使いかた］：
このマニュアルの使いかたが表示されます。

パソコンを使いこなす
パソコンで音楽や映像を楽しんだり、
パソコンの設定を自分に合わせて
変更したりする方法について説明して
います。

［終了］：
「パソコンで見るマニュアル」の
画面を閉じます。

キーワード検索
探したい項目のキーワードを入力してページを検索します。
「画面のみかた」で詳しく説明しています。

「パソコンで見るマニュアル」を起動して表示されるこの画面を、「トップ画面」と呼びます。

トップ画面は大きく次の項目に分かれています。各ボタンをクリックすると、画面が切り替わり、内容が表示されます。

各ボタンにポインタを合わせると、
ここに内容の説明が表示されます。

起動方法
デスクトップ上の　　　 をダブルクリック→　　　 ボタンをクリックする

オープニングタイトルが表示されたあと、「パソコンで見るマニュアル」画面が表示されます。

オープニングタイトルを省略したいときは、［スキップ］ボタンをクリックします。

次回以降、表示させたくない場合は、オープニングタイトルが表示されているときに

画面右下の「次回以降、表示しない」をチェックしてください。
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各ボタンの内容を見てみよう！

パソコンの基本操作

トップ画面の各ボタンをクリックすると、次のような内容を見ることができます。
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「はじめてガイド」が表示されます。
はじめてパソコンを使うかた向けに、パソコンのしくみや使いかたをやさしく紹介しています。
「はじめてガイド」は冊子マニュアルのように本をめくる感覚で、画面上で操作できます。
「はじめてガイド」は、「FlipViewer®」を使用して表示します。
［FlipViewer - 利用規約］画面が表示された場合は、利用規約に同意のうえ、［同意する］ボタンをクリックしてください。

詳細表示モードでは
文字や画像を使って
説明しています。

簡易表示モードでは、必要な内容
を主に文字で説明しています。
画面が小さいので、アプリケー
ションなどを操作しながら内容を
確認できます。

次の内容について説明しています。
・タッチパッドやマウスで操作する
・文書を作成する
・文字を入力する
・ファイルやフォルダの操作　など

次の内容について説明しています。
・インターネットに接続する
・インターネットを安全に使う
・Webページを楽しむ
・メールを使う
・ネットワークに接続する　など

クリック
クリック

クリック

パソコンを使いこなす

次の内容について説明しています。
・パソコンの設定を変更する
・パスワードを設定する
・周辺機器を使う
・持ち運んで使う　など

クリック

クリック

クリック

クリック

詳細表示モードで表示されます。

簡易表示モードで
表示されます。

詳細表示モードで
表示されます。

＊Qosmioシリーズのみ

次の内容について説明しています。
・テレビを見る、録画する*
・映像/画像を取り込む、編集する
・CD/DVDに保存する
・CD/DVDにラベルをつける　など

はじめてパソコンを使うかた向けに、パソコンの基本的な操作について説明しています。

パソコンで音楽や映像を楽しんだり、パソコンの設定を自分に合わせて変更したりする方法について説明しています。
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［トップへ］：
「パソコンで見るマニュアル」の
トップ画面が表示されます。

［文字サイズ］：
画面の文字サイズを変更できます。
クリックするたびにサイズが5段階で変わります。

［印刷］：
「パソコンで見るマニュアル」の内容を印刷できます。

［進む］： 
1度ページを戻って表示している
とき、元のページに進みます。

［戻る］： 
直前に表示したページに戻ります。

［このマニュアルの使いかた］： 
このマニュアルの使いかたが
表示されます。

［終了］：
「パソコンで見るマニュアル」の
画面を閉じます。
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＊本書で使用している画像や画面は、ご利用のモデルにより、実際の表示とは
　異なる場合があります。

困ったときのQ&A集や役に立つ操作、アプリケーションのお問い合わせ先などを紹介しています。

困ったときは

探したい項目のキーワードを入力して［検索］ボタンを
クリックすると、「パソコンで見るマニュアル」内から
ページを検索します。

例えば、「タッチパッド」に関する内容を探したい場合

［キーワード検索］を使うには

使っていて動作がおかしいと
感じたときの対処方法を、
Q&A形式で紹介しています。
困ったときは、まず、ここを
見てください。

パソコンを使ううえで知って
おいたほうが良い、一般的な
用語を説明しています。

OSやアプリケーションの
サポート窓口を紹介して
います。

ちょっと便利な使い
かたを、Q&A形式で
紹介しています。

クリック クリック

クリック

クリック

画面のみかた
トップ画面の各ボタンをクリックすると、画面が切り替わります（アプリケーションが起動する場合もあります）。

目次で選択されている項目が表示
されます。

ボタンをクリックする
と、それぞれの内容が
表示されます。

目次が表示されます。
見たい項目をクリック
します。

①キーワードを入力 ②クリック

④説明が表示されます。③表示された検索結果から見たい項目をクリック


