
モデル名/型番　
DB65C/4RCモデル

PA-DB65C4RC
プロセッサ モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ650MHz
キャッシュメモリ 32KB（１次キャッシュ、CPUに内蔵）､128KB（２次キャッシュ、CPUに内蔵）

BIOS ROM 512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a

メモリ
標準/最大 64MB／320MB（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 14.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※1）1,024x768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 内部ディスプレイと同時表示（※3） 最大1,024×768ドット、走査周波数：垂直60Hz

ビデオRAM 8MB

グラフィックアクセラレータ S3 Savage  IX
解像度：表示色数 1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：1,677万色、1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色（※4）

本体キーボード 90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、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）（※5）
ハードディスク（※6） 20GB（Ultra ATA対応）
ソフトウェア占有量 約2.94GB

補助記憶装置 フロッピーディスク 3.5型（1.44MB/1.2MB/720KB）
（固定式） CD-ROM、CD-R/RW 書込み8倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW（※14）、CD-ROM再生時最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続

対応フォーマット（※7） 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（※8） モデム データ:最大56Kbps（V.90、K56flexTM対応、ボイスレス、世界23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)

・ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ・パラレル（セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応）×1 ・USB×2（※9）
インタフェース ・RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1 ・マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×1 ・モデム（RJ11）×1 ・ビデオ出力（3.5mmΦミニジャック）×1

・光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）×1 ・LAN（RJ45）×1 ・i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※10）

セキュリティ機能　 パワーオンパスワード、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（※11） リチウムイオン（バッテリパック）

電源
駆動時間 約2.2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（※12） 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（※13） S区分0.00459

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）×273mm（奥行）×38.9（最薄部）/42.9mm（高さ）
質量 約3.3Kg（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）、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き）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

CL-035©0011500( 1 )ASP

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全に
お使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

！

デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105ｰ8001  東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

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。

★ホームページ『PC STARS』

http://www2.toshiba.co.jp/pc/
インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。

★東芝PCダイヤル

0570-00-3100
＊受付時間／平日：9：00～18：00 土日：9：00～17：30

祝日、年末年始（12月31日～1月3日）を除く

★東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358

●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）

★会員専用『メンバーズクラブ』
http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/
購入後に「お客様（愛用者）登録」をしていただいた会員専用のホームページ
です。デスクトップ上のアイコンからの登録が可能です。

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市､大阪市､名古屋市､福岡市､仙台市､札幌市）の最寄りの拠点に自動的に
接続されます。海外からの電話､携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。
ご注意：ナビダイヤルでは､ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点
までの通常電話料金で､サポート料金ではありません。（サポート料金は無料です。）

ナビダイヤル
全国共通電話番号

●TOSHIBA Information●

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

★触れて､使える。東芝PCテクノセンタ

★東芝PC集中修理センタ

0120-86-9192 
故障かな？と思ったら。「ピックアップサービス」でも対応いたします。
＊受付時間／9：00～17：30（祝日、特別休日を除く）

フリーダイヤル

技術的なご質問､お問い合
わせにお答えいたします。

製　品　名 型　番 標準価格（税別）
増設メモリ64MB（タイプT） PAME064T 80,000円
増設メモリ128MB（タイプT） PAME128T 160,000円
増設メモリ256MB（タイプT） PAME256T 320,000円
バッテリパック 注1） PA2487U1 30,000円
バッテリチャージャ 注2） PA2488UJ 35,000円
モバイルディスク 注3） MEHDD20A オープン価格※

USBデジタル携帯通信アダプタ IPC5022A 17,800円
USB64Kデータ通信アダプタ IPC5028A オープン価格※

製　品　名 型　番 標準価格（税別）
PHS64データコミュニケーションカード 注4） IPC5026A オープン価格※

プリンタ接続ケーブル PWS5453A 6,000円
CD-R/RWドライブ 注4） IPC5025A 75,800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5） PABTS001 70,000円

■ オプション

■ソフトウェア

◎…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（注1）
ＯＳ Microsoft®Windows®Millennium Edition ○
かな漢字変換 Microsoft®IME 2000 ◎
ワープロ Microsoft®Word 2000 ◎
表計算 Microsoft®Excel 2000 ◎
辞書／百科事典 Microsoft®Shogakukan Bookshelf®Basic (注2) ◎

ブラウザ Microsoft®Internet Explorer5.5 ○
People ○
＠niftyでインターネット ○
AOL ○
BIGLOBEサインアップナビ ○

プロバイダ いきなりインターネット（infoPepper） ○
サインアップ ODNダイヤルアップスタータキット ○

So-netサインアップ ○

インターネット/
OCNサインアップ ○

通信
DION簡単設定ツール ○
DreamNet ○

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Ver5.0 ○
電話番号検索 Angel Line for Windows ○
内蔵モデム選択 内蔵モデム選択ユーティリティ ○
スケジュール管理／メール Microsoft®Outlook®2000 ◎

メール
Microsoft®Outlook®Express5.5 ○
PostPetTMVer2.0jp ○

路線検索 駅すぱあと ○
家計簿 てきぱき家計簿マム2Plus/2000 ○
はがき作成 筆ぐるめVer.8 ○
地図 プロアトラス2001 ○
MIDI再生 XG player Ver4.0 ○
MIDI音源 S-YXG100 Plus ○
CDライティングソフト EASY CD Creator4スタンダ－ド版 ●
CDパケットライト Direct CD3 ●
CD-R/RWバックアップツール Take Two ●
カラオケ KaraOK!  for Windows® ○
ノンリニア動画編集 Ulead Video Studio4 DV ○
画像編集 Ulead Photo Express 3.0 ○

動画編集
LIVE MEDIA EDIT ○
Windows® Movie Maker ○

マルチメディア 動画キャプチャ LIVE MEDIA VIDEO （注3） ○
動画管理ツール Mediapresso ○
顔認識 Smartface （注3） ○
エンターテイメント 顔付きMusicDance ○
静止画キャプチャ LIVE MEDIA STILL （注3） ○
画像エフェクト Object Picker ○
SDMI対応音楽ソフト TOSHIBA Audio Manager ○

プレーヤー
Windows® Media Player7.0 ○
LIVE MEDIA PLAYER ○

ボイスレコード LIVE MEDIA VOICE （注4） ○
音声認識/音声合成 東芝音声システムVer6.0 （注5） ○

サンリオアクセサリBOX3 ○
ゲーム GAMEPACK 2001 for TOSHIBA ○

柿木将棋ⅢLight ○
PC診断ツール ○
VirusScan for Windows® （注6） ○
Adobe®Acrobat® Reader 4.0J ○

その他ユーティリティ 東芝省電力設定ユーティリティ ○（注7）
東芝PCお客様登録 ○
オンラインマニュアル ○

Webショートカット 東芝ネットメニュー ○

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) 検索部のみハ－ド
ディスクにプレインスト－ルされており、データ部はプレインスト－ルされておりません。（データはCD-ROMに含まれます。） 注3) 別途
外部接続カメラが必要となります。 注4) ボイスレコードを使用するには、外部マイクが必要になります。 注5) 東芝音声システム
の「きこえるメール」の留守番電話機能は、本体内蔵モデムではボイス機能をサポートしていないため使用できません。音声入力機
能を使用するには別途外部マイクが必要となります。別売りヘッドセットマイクを東芝ダイレクトPC（ダイレクトショッピング0120-13-
1100）で販売しております。他の一部マイクでは上手く認識されない場合があります。またメール読み上げ機能はMAPI対応のメール
ソフトに対応しています。 注6) 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7) [コントロールパネル]の[電源の管理]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。

注1) バッテリ及びバッテリパックは消耗品です。 注2) ｢PA2487U1｣用充電器 注3) お問合わせ：モバイルAVサポートセンター043-303-1770    注4) PCカード接続。 注5) BluetoothTM PCカ－ド
（PABTC001）を2枚添付。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、標準価格を定めておりません。

■型番・ハードウェア仕様

※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。予めご了承ください。※ 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下さい。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。※ 3. 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。※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. アキュポイントキャッ
プは消耗品です。※6. ハードディスクは、全領域がFAT32で設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。※7. 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. 内蔵モデムは対応23地域以外では使用できませ
ん。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは搭載しておりません。※9. ＵＳＢ対応周辺機器すべての動作を保証するものでは
ありません。※10. i.LINK（IEEE1394）コネクタはi.LINK対応機器全ての動作を保証するものではありません。※11. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間及び充電時間は使用環境により異なります。※12. 日本以外の国で使用
する場合は別途ＡＣコードが必要になります。ＡＣアダプタの入力定格は、ＡＣ100V時120VAです。※13. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
※14.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下さい。

●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、CeleronはIntel Corporationの登録商標または商標です。●Microsoft､Windows、Bookshelf､Outlook､Windows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、SVGA、XGAは､米国IBM Corp.の登録商標です。●Adobe、Adobe Acrobat、Active
Share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。●Bookshelf Basicは、株式会社小学館発行の以下の書籍をもとに製作されました。国語大辞典（新装版）©小学館　1998/
プログレッシブ英和中辞典（第2版）©小学館　1987/プログレッシブ和英中辞典（第2版）©小学館 1993 ●駅すぱあとは、（株）ヴァル研究所の商標です。©1996-1999 Ulead Systems.Inc.AllRights Reserved.Video StudioはUlead Systems社の商標です。●Card Wizardは米
国System Soft Corporationの商標です。●XG Player.はヤマハ株式会社の商標です。●i.LINKとiLINKロゴは商標です。●Bluetoothはその商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。■
付属品についてのお問い合わせは､東芝エンジニアリング（株）サービスセンター（本社：044-548-3456）まで。■Microsoft®Windows®Millennium Edition対応ソフトウェアをご使用下さい。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺
機器の販売元に動作をご確認下さい。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので､実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作
や故障により､本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが､これによる損害については､当社は一切その責任を負いませんので､予めご了承下さい。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるも
のがあります。■バッテリ駆動時間は東芝オリジナル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2000年11月現在のものです。

A4ノートPC
2000年 11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。

14.1型TFT&CD-R/RW搭載…DynaBook DB65C/4RCモデル（型番：PA-DB65C4RC）オープン価格※ ※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※詳しくは店頭のチラシ、もしくはPC STARS （http://www2.toshiba.co.jp/pc/）にて。

・・・・

お問い合わせ先：DynaBookキャンペーン事務局 tel.03-5402-7476※土・日・祝日・年末年始（12/28～1/4）を除く。

期間：2000年10月4日（水）～2000年12月31日（日）

いま対象のダイナブックを買うと、

もれなくダイナブックオリジナル・グッズがついてくる。

0120-13-1100 受付時間／10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

Fax.03-5444-9450 受付時間／24時間 http://www5.toshiba.co.jp/pcss/

お問い合わせ先 東芝ダイレクトPC（ダイレクトショッピング）

●LCDグレードアップサービス●CPUグレードアップサービス●HDDグレードアップサービス

機種によっては対応できないメニューがございます。詳しい内容、対象機種・モデル等は
インターネット、FAX情報サービス（043-270-1358）をご利用頂くか、東芝ダイレクトPCに
直接お電話の上、ご確認ください。

グレードアップ

etc.

etc.
★オリジナルPC

海外仕様（欧米8地域対応）キーボードやスケルトンキーボードに交換します。
★キーボード交換

※上記メニューはピックアップサービス（お客様のご希望の日時に引き取りにうかがいます）をご利用いただけます。

★ハードウェア

●カラーリングサービス　●ネーミングサービス

いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

＊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。

PA-DB65C4RC



高輝度な「SuperView液晶」や高速グラフィックアクセラレータS3

Savage IXの採用により、高精細で鮮やかな映像を再現します。

14.1型SuperView液晶

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。従来再生できなかった低音域をカ

バーし、さらに「バスブーストボタン」をＯＮにすれば、

サブウーハースピーカの出力が約2倍に。音楽ＣＤの

音もパワフルに表現できます。

※CD-RWは再生できません。

6年連続ノートPC世界シェアNo.1※ ※出典：データクエスト世界PC四半期出荷統計/

1994～1999年暦年出荷台数（GG2000-TOS-057）
東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。

スクロール
ボタン付き
USBマウス

デジタルカメラで撮影した画像データや、＜筆ぐるめ＞に添付のイラストを使ってオリジナルカ

ードが楽しく作れます。また、＜Ulead Photo Express 3.0＞を使えば、撮影した写真にさまざ

まな加工効果を加えることもできます。

個性的なX'masカードや年賀状が思い通りにつくれる!!

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。

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が簡単

にできます。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、音声で住所

を入力できる便利な機能にも対応しています。

筆ぐるめ Ver.8

サンプルレイアウトを使って
デザインします。

住所録を作り、宛名面の
住所や宛名のレイアウトをします。

Ulead Photo Express 3.0

EASY CD Creator 4 スタンダード版

デジタルカメラで撮影した画像データをUSBで取り

込みアルバム形式で簡単に整理できます。オリジナ

ル写真に文字を入れたり、エッジ、フレームなどのデ

コレーションや、ワープ、フォーカスなどさまざまな

効果を加えることもできます。その他にもWebアル

バムやE-mailでの送信、F-DIサービスなど、いろい

ろな用途で活用できます。

お手持ちの音楽CDからお気に入りの曲を集めたオリジ

ナル音楽CDが作れます。作成したCDはオーディオコン

ポやカーステレオで楽しむことができます。またMP3

デジタルサウンドなら約160曲＊もCDに保存が可能。

その他にもデータCDの作成や大容量データのバック

アップも可能なので、受け渡しに便利です。
＊650MB容量CD-Rで4MB/１曲換算

＜EASY CD Creator＞で複数のCDから好きな曲だけを選んでCD-Rに書き込めば、

マイベストCDのできあがり。「Jewel Case Creator」を使えば、CDジャケットやCD

ラベルの作成もおこなえます。あなただけの、オリジナル・アルバムが簡単にできます。

CD-R/RW搭載でオリジナルCD&ジャケットがつくれる!!

最新OS Windows® Me搭載
システムファイルの保護や復元が可能な新機能など信頼性、

操作性を高めた新OS Windows®Meを搭載。

●モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ650MHz搭載●大容量20GBハードディスク搭載
●64MB SDRAM搭載（最大320MB）●Office 2000 Personalプレインストール

＜データ複製＞
データバックアップや大容量データ
の受け渡しにも最適です。

＜CDデータの複製＞
CDの複製も簡単に作成できます。

＜音楽CDの作成＞
音楽データをドラッグ＆ドロップするだけで

簡単に音楽CDの録音ができます。

◆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。

◆著作権保護について
いったんＤｙｎａＢｏｏｋに取り込まれた曲は、著作権保護の目的から、モバイルオーディオプレーヤーへの転送は、１曲につき３回まで可能です。４つめのプ
レーヤーにデータを転送する場合は、プレーヤーをＰＣにつなぎ、すでに転送したデータを削除すれば再度転送が可能です。また、「ＴＯＳＨＩＢＡ Ａｕｄｉｏ
Manager」で管理している音楽ファイルは、ＰＣ内で暗号化されているため、バックアップ・リストアには対応していません。システムリカバリやバージョン
アップをおこなった場合やシステムクラッシュなどの問題が起きた場合は、取りこんだ音楽ファイルが失われることがあります。インターネットからの配信
される音楽ファイルのダウンロードには、別途配信もとが定めたソフトが必要になるほか、配信サービス各社へのお申し込みが必要となります。

●RGBコネクタ

●パラレルコネクタ

「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）カメ
ラの動作を保証するものではありません。対応するDVカメラについては、ユーリードシステムズ株式会社のホームページ等でご確認下さい。
（http://www.ulead.co.jp）●ＤＶの取込み／書出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させるか、ハードディスクの
デフラグを行って下さい。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性が
あります。●ＤＶ編集中にスタンバイ／ハイバネーション機能を使用しないで下さい。●ＤＶ使用中はIEEE1394機器のホットプラグ／アンプラグ
をしないで下さい。

＜多彩な加工効果＞

＜色効果＞＜ワープ効果＞＜星効果＞

＜CDラベル＆ケースジャケットの作成＞
CDラベルやケースジャケットをデザインできるクリエイトソフトです。

★ILWで海外でも安心！
万一、海外で故障したときにも安心です。ILW（制限付海外
保証）はご購入から１年以内なら、世界38地域で無料修理
サービスが受けられます。

★環境に配慮した製品づくり
東芝は、国際エネルギースタープログラムの基準適合、省電力機能ACPI、
再生紙を利用したマニュアル、発泡材を使用しない梱包方法など、環境
保全に積極的な取り組みを行っています。

★カスタム・リカバリCD
ご購入時の状態への復旧のほか、アプリケーションやドライバを
個々にインストールしたり、OSのみを再セットアップすることもで
きます。

＜その他の選べるプロバイダ接続サービス＞

●@nifty ●ODN ●BIGLOBE ●So-net ●DION ●OCN 

infoPepper
入会金（2,000円）無料！
最大2ヵ月間※使い放題！
※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。

People 最大2ヵ月間使い放題！
※入会日以降、2回目の課金締め日（毎月末最終日）までとなります。

AOL 3ヵ月間使い放題！ DreamNet 2ヵ月間使い放題！

1

2

● i.LINK（IEEE1394）USBコネクタ×2 ● ●モデム＆LAN 

アメリカ、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オラン
ダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、
ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、
ポルトガル、香港

内蔵モデム対象

世界23地域

オリジナル
カードので

きあがり！！

AV機能も満載のインタフェース

オリジナルMDが作れる

光デジタル
オーディオ出力端子（S/PDIF）
録再MDプレーヤ等とのデジタル接続

を可能にする光デジタルオーディオ出

力端子（S/PDIF）を搭載。

ビデオ編集ができる

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

取り込んで専用ソフト「Ulead Video

Studio4 DV」で編集、出力をしたり、ビデ

オメールの作成ができます。

※別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

周辺機器を複数つなぐ

USBコネクタを2基装備
USBコネクタを2基装備しているの

で、デジタルカメラ、マウス、外部記憶

装置など周辺機器の複数接続が可能

です。

サブウーハースピーカ付き
高音質ステレオスピーカシステム搭載! インターネットやメールはも

ちろん、CD MP3などの

ソースの切替えができる「メ

ディア切替えスイッチ」や再

生・早送り等の「オーディオプ

レイボタン」搭載で、指先ひ

とつでの操作が可能。また、

予めソフトを割り当てておけ

ばスピーディな起動ができる

「アプリケーションボタン」も搭載しています。

ワンタッチ操作で簡単・スピーディ

120Hz 300Hz
周波数�

バスブーストON
バスブーストボタンONで�
出力を倍にできます�

バスブーストOFF

従来表現できなかった�
120～300Hz帯をサブウーハーが再生�

出
力�

光デジタル
オーディオ出力端子●
（S/PDIF）

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

オーディオプレイボタン
停止/取出し 再生/一時停止

電源ボタン

曲戻し 曲送り

世界23地域対応モデムコネクタと100Base-TX/10Base-T対応LAN

コネクタをダブル装備しています。インターネットへのダイヤルアップ

接続*はもちろん、LAN接続でのケーブルTVの高速なインターネットア

クセスが可能です。
＊別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

モデム

LAN

作成したオリジナル音楽CDは、オーディオコンポやカーオーディオで再生。

CD-R/RW搭載だからオリジナルCDがつくれる。年賀状も、インターネットも簡単＆楽々のDynaBook。

バスブーストボタン

PCのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載

4つのプロバイダの無料接続サービスがご利用いただけます。

すいすいセット
アップビデオ

東芝な
ら

ついて
て

安心

はがき作成ソフトや画像編集ソフトなど多彩なソフトに加え、CD- R/RW搭載だから音楽や映像を入れたCDやバックアップもOK。

クリエイティブに使え るDynaBookです。

→
→

インターネットも手軽に楽しめる！！
電話回線とLAN回線の両方に接続が可能


