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安全に関するご注意

正しく安心して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）

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-072©0108400( 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。

※�

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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を
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たる！

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。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。）
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。

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）



10GB
（Ultra ATA対応）

大容量バッテリ使用時　　　　　 標準バッテリ使用時

最大約12.6時間/最大約4.2時間

L2/060TN2L
型番：PAL2060TN2L 

＊オープン価格

L2/060TNML
型番：PAL2060TNML 

＊オープン価格

11種類

Transmeta CrusoeTMプロセッサ

TM5600 600MHz
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256MB
PC100対応/SDRAM

32種類
Windows®

2000
Professional

Windows®

Millennium
Edition

C P U

ディスプレイ

メモリ

ブロードバンド対応LANコネクタ
100Base-TX/10Base-TLAN

ハードディスク

バッテリ

ソフト

モデル名

型番

世界58地域対応モデムモデム�

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※

※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。

加速するモバイルニーズに応えるNew Libretto。

ブロードバンド対応LANコネクタ新搭載で、さらに 便利に、さらに快適に。

2 3
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）
東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。 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Microsoft®Windows®XP アップグレードキャンペーン 実施中※
※詳しくは11Pをご覧ください。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※

※詳しくは裏表紙をご覧ください。

ブロードバンドが、時代に新しい変革をもたらします。

ニュースや動画などのスムーズな映像ストリーム、ハイクオリティな画質の映画配信、デジタルミュージックのネット配信。

プレゼンテーション、インターネットビデオによる教育・学習等々。

ブロードバンドにアクセスできるPCさえあれば、そこから得られる情報は何十倍にも拡大します。

東芝が提案するモバイル＆ブロードバンドは、より多くの情報を、いつでもどこでも活用できること。

新リブレットはブロードバンド対応LANコネクタを装備して、

活用できる範囲がより一層広がりました。

※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。

Windows® 2000とWindows® Meで

選べる2モデル。

10GB
HDD

128MB
SDRAM

（最大256MB）

世界58地域
対応モデム



ADSL＊回線�

CATV＊回線�

FTTH＊接続�

（光ファイバ）�

インターネット�

インターネット�

インターネット�

1.5Mbps～8Mbps※
�

～512Kbps※
�

最大10数Mbps※
�

10Mbps～100Mbps※
�

＊Asymmetric Digital �
  Subscriber Line

＊Cable TV

＊Fiber To The Home

※転送速度はプロバイダ各社の転送速度をもとにした目安です。接続条件、利用状況等により異なる場合があります。�

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
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新しいLibrettoなら、会社や学校のLANにもダイレクト

に接続が可能です。例えば、出張先から本社のサー

バーに接続し、最新の情報を入手したり、プレゼンテー

ション資料のダウンロードができます。またブロードバ

ンド対応であれば、結果報告のビデオメールなどを

快適に送受信することができます。もちろん、無線LAN

アクセスポイントと無線LAN PCカードを使えば、ワイ

ヤレスでLAN環境を構築できます。

ネットワークにダイレクト接続。

新しいLibrettoなら、ブロードバンド回線にダイレクトに

接続ができます。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、一層Librettoの活動範囲を

広げることができます。例えば、キッチンからレシピを調

べたり、テラスで映画を見たりなど、回線を意識しないで

家族それぞれが自分の好きな場所で好きな時にブロー

ドバンドを体感できます。また、モデム内蔵なので、従来

の電話回線でのインターネット接続もできます。

ブロードバンドが楽しめる。
ワイヤレスでも楽しめる。

「無線LANアクセスポイント」と「無線LAN PCカード」を使えば、煩わしいケーブル

配線の手間がかからず、データ転送速度最大11Mbps＊の高速ネットワークがワイヤ

レスで構築できます。

無線LANで自由度がさらにアップ。

高速回線にアクセスできるブロード バンド対応LANコネクタを新装備、

Librettoのネットワーク対 応力がよりアップしました。

また、モデムとLANのダブル装備によって会社や学校、家など のアクセス環境に応じたLibrettoの活用範囲が一層広がります。

ブロードバンドとは大容量データを高速で送受

信できるインターネット回線のことで、従来の電

話回線に比べて数十倍の速さでアクセスでき、

友達に自作のビデオ作品やビデオレターを

送ったり、音楽データをすばやくダウンロード

することができます。また、これまでよりも大き

くスムーズな映像が楽しめるため、高品質画像

でストレスなく見ることができます。さらに、

常時接続にすれば、時間を気にせずに好きな

時間にアクセスすることができるので、自分の

ライフスタイルに合わせたブロードバンド生活

が楽しめます。

無線LANアクセスポイント
［型番：IPC5037A］ オープン価格※

●IEEE802.11bに準拠
●通信速度、最大11Mbps
●IPマスカレード、DHCPクライアント/サーバ機能
●WEP、SS-ID、MACアドレスによるセキュリティ機能

無線LAN PCカード
［型番：IPC5038A］ オープン価格※

●IEEE802.11bに準拠
●PCMCIA TYPE IIに準拠
●114.5×54mm、約50g

このマークがついた商品はオプションです。※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。※詳しくは8pをご覧ください。

＊規格による速度を示したものであり、実効速度は異なる場合があります。

＜イメージ図＞

無線LAN PCカード�

ビジネスからホームまで、

サーバ�

PC PC PC

モバイルでネットワークとの スムーズな連携ができる。

＜イメージ図＞



このコンパクトボディに、この高性能。

モバイルを最大限に使いこなすために生まれました。

薄さ:20.5mm、軽さ:約1.1Kg

低温ポリシリコン採用ワイドSXGA対応、

クラス最大級＊110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、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 f f 1100V

ワイドSXGA /10型TFT

B5ノートPC＊1と同等サイズの快適キーボード、

キーピッチ18mmのキーボードにアキュポイントⅡを搭載

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

キーピッチ:18mm

DynaBook SS

B5ノートPC＊1

同等サイズ

キーピッチ18mm（実物大）

1280dot

600
dot

800dot

480dot

Libretto ff 1100Vと比較

セカンドバッグに入れてもコンパクトに収まりサッと取り出せる。

Librettoが提案する新しいモバイルサイズ

「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26 8mm×

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。

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

内蔵マイク

ボリューム

マイク入力

ヘッドホン出力

PCカードスロット（TYPEⅡ）
外出先でも安心して使える防塵カバー付きです。

ミニRGB
RGBコネクタを本体に装備。外部モニタや液晶プロジェクタに接続し、
外出先でのプレゼンテーションが効果的におこなえます。

※モニタと接続するには、同梱のミニRGBケーブルが必要です。

■低消費電力CPU、Transmeta CrusoeTMプロセッサ
Transmeta社の開発による低消費電力CPU、CrusoeTM

プロセッサを搭載。CPUの負荷に応じて最適なクロックと
CPUコア駆動電圧をコントロールするLongRunTMパワー
マネージメントの採用により、かつてない長時間バッテリ
駆動と発熱の少ないボディ設計を可能にしています。

■128MB/最大256MB PC100対応SDRAM

■10GBハードディスク

■Windows® 2000とWindows® Me、
OSで選べる2つのモデル

USBコネクタ×2
操作性に配慮して右側面に装備しました。USBマウスを接続しながら、
デジタルカメラやUSB対応通信アダプタ接続など、多様なUSB機器を
2基同時に使用でき便利です。

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

モデム左側面部 右側面部

アキュポイントⅡ
アキュポイントⅡ（スクロールボタン付き）を装備しています。青いポイント
でカーソルが移動、クリックボタン手前にある2つの小さなスクロール
ボタンでホームページやワープロ文書の連続スクロールができます。

スピーカ（底面）

電源コネクタ

モバイル環境でパワフルさを発揮。

最大約12.6時間＊1の長時間駆動

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時間の画期的な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。ご利用状態により、異なります。

最大駆動:約12.6時間＊1

世界で安心 38地域対応ILW（制限付海外保証）＆

世界に強い 58地域対応内蔵モデム

ILW:38地域/モデム:58地域

海外出張や海外留学など、PCを海外

で使用する場合、安心して使えるILW

（制限付海外保証）により購入から1年

間、世界38地域で無料修理サービスが

利用できます。また内蔵FAXモデム＊1

は世界58地域に対応し、ワンタッチで

地域の設定を切替えることができます。

＊1：別途ソフトが必要となる場合があります。

6 7

※詳しくは10Pをご覧ください。
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このマークがついた商品はオプションです。

＊1：バッテリパックは消耗品です。 ＊2：本体/約200g、ケーブル他/約190g ＊3：電源は別途ACアダプタで対応します。 ＊4：接続にはLibrettoに同梱のミニRGBケーブルが必要です。
※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。また、表示されている価格は2001年8月現在のものです。
ご注意：オプションを使用する場合には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。

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）＊2＊3

［型番：PACDR002］
オープン価格※

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

USB ビデオキャプチャ
［型番：IPC5031A］
オープン価格※

17型フラットパネルディスプレイB＊4

［型番：PVLCD17B］
希望小売価格：188,000円（税別）

15型フラットパネルディスプレイK＊4

［型番：PVLCD15K］
希望小売価格：128,000円（税別）

本革ボディースーツ（標準バッテリー専用）
希望小売価格：8,900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）

バッテリパック（約170ｇ）＊1

［型番：PABAS009］
希望小売価格：15,000円（税別）

大容量バッテリパック（約480ｇ）＊1

［型番：PABAL005］
希望小売価格：40,000円（税別）

ACアダプタ（約290ｇ）
［型番：PA2440UJ］
希望小売価格：10,000円（税別）

標準装備

広がる、つながる、使いこなせる。周辺機器で拡張性がグンとアップ。

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

モバイルディスク2GB ［型番：PAMHD002］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。

標準装備

詳しくはこちらに

EXTREME LIMIT
www.extreme-limit.co.jp

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。

LAN＆ワイヤレス ワイヤレスでブロードバンドも簡単、快適！！

電話回線とワイヤレス接続し、快適インターネット

ワイヤレス通信で快適ネットワーク
高速通信が可能な無線LAN、さまざまな周辺機器を接続するBluetoothTM。Librettoの機動力がさらに高まります。

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（壁の材質が前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。

（※1）アンテナの効率は含まれません。（※2）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通信ソフトは添付しておりません。推奨ソフトウェアについては、dynabook.com（http://dynabook.com/）
にてご確認下さい。（※3）周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。また、値はBluetoothTM PCカード同士で通信した場合のも
のです。BluetoothTM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。

＜ご注意＞（1）本製品を動作させるためのソフトウェアをお客様のPCへインストールする際には、CD-ROMドライブが必要となります。（2）BluetoothTM

ワイヤレスモデムテーションは国内専用です。日本以外の国ではご使用になれません。（3）本製品はすべてのBluetoothTM機器との接続動作を確認
したものではありません。ご使用にあたっては、BluetoothTM対応機器の動作条件と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

製品名 BluetoothTMPCカード

型番 PABTC001
希望小売価格（税別） 22,000円
カード仕様 PC Card Standard TYPEⅡ準拠（16bitカード）

通信方式 BluetoothTM Ver.1.0B
最大通信速度 約720kbps（非対称型通信時） 約430kbps（対称型通信時）

ワイヤレス通信 出力（※1） 最大20dBm（Power Class1）
受信感度（※1） -83dBm
通信距離 見通し100m（※3）

対応OS Microsoft®Windows®98 Second Edition／Microsoft®Windows®Millennium Edition

対応PC 日本語版Microsoft®Windows®98 Second Edition／Microsoft®Windows®Millennium
Editionがプレインストールされた東芝ノートPC

Generic Access Profile Service Discovery Application Profile

対応BluetoothTM Profile Serial Port Profile Dial-up Networking Profile
Fax Profile LAN Access Profile Generic Object Exchange Profile
Object Push Profile（OBEX） File Transfer Profile（OBEX）

製品名 BluetoothTMワイヤレスモデムステーション

型番 PABTS001
希望小売価格（税別） 70,000円

シリアル 1チャンネル（RS-232C 9ピンD-sub）
インタフェース PCカードスロット TYPEⅡ×1スロット（PC Card Standard準拠、BluetoothTM PCカード専用）

モデム RJ-11×2（TEL端子×1、LINE端子×1）
通信方式 BluetoothTM Ver1.0B

ワイヤレス通信 最大通信速度 約720kbps（非対称型通信時） 約430kbps（対称型通信時）
（BluetoothTM 出力（※1） 最大20dBm（Power Class1）
PCカードにて実現） 受信感度（※1） -83dBm

通信距離 見通し100m（※3）
FAX/通信機能（※2） データ：最大56kbps（V.90、K56flexTM 対応、ボイスレス） FAX：14.4kbps
対応OS Microsoft®Windows®98 Second Edition／Microsoft®Windows®Millennium Edition

対応PC 日本語版Microsoft®Windows®98 Second Edition／Microsoft®Windows®Millennium
Editionがプレインストールされた東芝ノートPC

対応BluetoothTM Profile
Generic Access Profile Serial Port Profile
Dial-up Networking Profile Fax Profile

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※

ブロードバンドを利用して、ホームページ閲覧も高速・快適にワイヤレスで体感できます。

最大11Mbps＊1のデータ転送が可能で、「無線LANアクセスポイント」をADSLモデムやケーブルモデムと接続することで

簡単にインターネットにアクセスでき＊2、煩わしいケーブル配線が不要になり、

回線を意識することなく家庭内の離れた場所からでもブロードバンドを楽しめます。
＊1：規格による速度を示したものであり、実効速度は異なる場合があります。

＊2：別途「無線LAN PCカード」が必要となります。

BluetoothTMとは、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す。さまざまな機器への搭載を想定し低消費電力などの特徴を持ち、

PCだけでなく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広がりが期待されます。「BluetoothTMワイヤレスモデムステーション」を電話回線に接続し、

「BluetoothTM PCカード」をパソコンに装着することで、配線に煩わされることもなく、ワイヤレスで家中どこからでも快適インターネットができます※。

また、パソコン同士をワイヤレスで接続すれば、ファイルの伝送、データの交換もスムーズにできるようになります。
※見通し半径100m以内までワイヤレスでインターネットが楽しめます。但し、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。

規格 IEEE802.11/IEEE802.11b RCR STD-33、ARIB STD-T66
使用波数帯 2.4GHz帯
チャンネル 1～14チャンネル
信号伝送方式 DS-SS方式（直接拡散スペクトラム拡散方式）
通信速度（※1） 11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbpsを自動切換
伝送距離（※2） 屋外：50m（11Mbps時）、80m（5.5Mbps時）、120m（2Mbps時）

屋内：30m（11Mbps時）、50m（5.5Mbps時）、80m（2Mbps時）
セキュリティ SS-ID、WEP（128bit/64bit）、MACアドレスフィルタリング
アンテナ ダイバーシティ方式
外部接続端子 100Base-TX/10Base-T×1、RS232Cシリアルポート×1 －
コネクタ － PCMCIA TYPE II
ユーザインタフェース部 状態表示LED×4 状態表示LED×1
電源 AC100V（50/60Hz） DC5V（PCより供給）
定格 0.8A（5V DC） 0.4A（5V DC）
外形寸法 135×179×34.3（mm） 114.5×5×54（mm）
重量 約300g（本体部のみ） 約50g

付属品

環境条件 使用温度：5～35℃、保存温度：－10℃～60℃　湿度：8～80％（結露なきこと）

※1. 規格による速度を示したものであり、実効速度は異なる場合があります。
※2. 使用環境により異なります。

無線LANアクセスポイント／IPC5037A 無線LAN PCカード／IPC5038A

専用ACアダプタ、壁掛け用ネジ、
電波に関する注意ラベル、取扱説明書、保証書

取扱説明書、CD-ROM（ドライバ/ユーティリティ）、
電波に関する注意ラベル、保証書

ADSL

無線LAN PCカード�無線LAN PCカード�

100Base-TX/10Base-T

※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。

モバイル

モバイルディスク5GB
［型番：PAMHD005］
オープン価格※

アダプタPCカード
［型番：SDA-C003M］
オープン価格※

ワイヤレス

無線LANアクセスポイント
［型番：IPC5037A］
オープン価格※

無線LAN PCカード
［型番：IPC5038A］
オープン価格※

通 信

外部記憶メディア

映像

USBマウス
［型番：PAMOU001］
希望小売価格：8,000円（税別）

デジタル携帯電話対応モデム（USB）
［型番：IPC5032A］
オープン価格※

USB64Kデータ通信アダプタ
［型番：IPC5028A］
オープン価格※

PHS64データコミュニケーションカード
［型番：IPC5026A］
オープン価格※

USB MOドライブ＊3

［型番：IPC5034A］
オープン価格※

（SDカード/スマートメディア兼用ATAアダプタ）

5GBの大容量でありながら、約55gの軽量コンパクト、アイドル時0.5W

（3.3V駆動時）の省電力設計、PC Card Standard TYPE II準拠の

ハードディスクです。プレゼンテーション資料やビデオ映像・静止画像等

を入れてモバイルで活用したり、他のPCとのデータ交換に便利です。

モバイルディスク5GB［型番：PAMHD005］オープン価格※

東芝PCダイヤル 0570-00-3100
お問合せ

※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。

機種名/型番

インタフェース PC CARD ATA（ TYPE II）準拠
フォーマット容量 5.0GB 2.0GB
ヘッド数 2
回転数 3,990rpm 4,200rpm
平均シーク時間 15ms
ディスク転送速度 最大123Mbit/s 最大130Mbit/s
ホスト転送速度 最大5.2MB/s
バッファサイズ 256KB
電圧 3.3V/5V（±5％）
消費電力 最大約2W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※ D区分0.16000 D区分0.40000
外形寸法 約5（高さ）×54（幅）×86（奥行）mm
質量 約55g
付属品 セットアップディスク（1枚）、専用ケース、取扱説明書、保証書

■モバイルディスク/ 型番・ハードウェア仕様

モバイルディスク5GB
PAMHD005

モバイルディスク2GB
PAMHD002

その他 ケース

＜イメージ図＞

モデム＆ワイヤレス
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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 ATA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、Wake On LAN対応）
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

まずはこれから Librettoを
使いこなそう

困ったときは

目的別取扱説明書で安心して使える

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7月現在）

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
●MUSEUM
●Entertainment
●カジュアルモバイル

●製品情報
●東芝PCとWindows®2000
●導入事例
●プロモーション情報

DynaBook SS カタログ
DynaBook SS S1/170PN2Rモデル
DynaBook SS S1/170PNMRモデル

左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

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。

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「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。

ILW 世界38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、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、台湾、香港、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド

＜Libretto内蔵モデム対応58地域＞

モデム

＊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。
●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
●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。●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。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。

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

東芝Microsoft®Windows®XP アップグレードキャンペーン 実施中
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）

■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

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。

制限事項
・対象地域とのご相談窓口は本体同梱の海外の問い合わせ先をご覧下さい。
掲載以外の地域はILWの対象外です。
・現地では、日本語でのご相談はできません。
・ソフトウェアのご相談はできません。本体（キーボード・一部のモデムを除く）の修理に限ります。
オプション機器、周辺機器では対象外です。
・プレインストールソフトウェアのリカバリサービスは対象外です（リカバリはお客様にて実施願います）。
・日本語以外のマニュアルなどの説明はありません。
・消耗品（バッテリなど）やACケ－ブル、ACアダプタは対象外です。
・その他の条件は、日本国内で有効な「保証書」に準じるものとします。
・諸外国によっては修理部品の取り寄せに関税等がかかることがあり、その場合はお客様の負担になります。
諸条件については、ホ－ムペ－ジまたはお買求めの際に同梱されている「海外保証（制限付）」に
記載の海外の問い合わせ先へお問い合わせ下さい。
・グレ－ドアップサービスを行なった商品につきましては、対象外となります。
・ILW有効期間終了後は日本国内での有料修理となります。
・ピックアップ（引き取り～納品）や出張修理は行なっておりません。海外での問い合わせの場合、
お客様自身によるPCの持ち込みあるいは郵送になります。

その他
本製品は米国原産の製品の組み込み、ソフトウェア・技術を含んでいます。輸出国（お持ち込みになる
国）によっては米国の輸出許可が必要です。詳しくは、「東芝PCダイヤル 0570-00-3100」にお問い合わ
せください。各地域への問い合わせにかかる料金はお客様負担となります。

※詳しくは、「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。

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。

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日以内に投函して下さい。30日を過ぎますと無効になりますのでご注意下さい。
型名、製造番号、購入年月は必ずご記入下さい。記入漏れがありますと無効になりますのでご注意下さい。
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下さい。「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」を貼り付けられていない場合、現地でILW
登録機器と見なされない事があります）。
※郵送によるお申込みの場合「ILWステッカー」返送に約1ヵ月要する場合があります。

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 クウェ－ト レバノン オマ－ン サウジアラビア トルコ U.A.E
バングラディッシュ 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

海外保証対象地域（世界38地域）－2001年7月現在－

「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

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。

■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。

●お客様登録
●サポート窓口
●モジュールダウンロード
●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。

■オプション L2／060TN2Lモデル L2／060TNMLモデル共通

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）

■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）認識効率を上げるために別
途外部マイクをお使いください。別売りヘッドセットマイクを東芝ダイレクトPC（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3）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4）［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 （注1） L2／060TN2L L2／060TNML

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

かな漢字変換 Microsoft® IME 2000 ○ ○
ブラウザ Microsoft® Internet Explorer 5.5 ○ ○

＠nifty － ○
AOL － ○
BIGLOBE － ○
infoPepper － ○

プロバイダ
ODN － ○

サインアップ
So-net － ○
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 ○ ○
PostPetTM Ver 2.04jp － ○

実用 路線検索 駅すぱあと ○ ○
地図 プロアトラス2001 － ○
動画編集 Windows®Movie Maker － ○

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2） － ○
カラオケ KaraOK!  for Windows® － ○
ウィルス検索/駆除 VirusScan for Windows® （注3） ● ●
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4） ○ ○
PC診断ツール ○ ○


