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WinSafe Lite
DES方式/カオス方式から暗号方式を選択可能、重要なファイルやフォルダをWindows®

終了時には自動的に暗号化し、Windows®起動時には自動的に復号化できるほか、エクス
プローラから任意のファイルやフォルダをいつでも暗号化や復号化することができます。また
グループ暗号機能によりメールやフロッピーディスクを安全に交換することができます。

VirusScan for Windows®

ウィルス発見・駆除ソフトです。コンピュータウィルスの被害を未然に防ぎます。

■EQUIUM3100 EQ53C/MC8モデル（型番：PA-EQ53CMC8A） 本体標準価格118,000円（税別）
■EQUIUM3100 EQ53C/MC5モデル（型番：PA-EQ53CMC5A） 本体標準価格118,000円（税別）
■EQUIUM3100 EQ53C/MC2モデル（型番：PA-EQ53CMC2A） 本体標準価格138,000円（税別）

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。

東芝は、国際エネルギースタープログラムの基準適合、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おこなっています。

カスタム・リカバリCD
全機種にリカバリCDを標準添付。ご購入時の状態へ復旧ができます。更にWindows®95及びWindows®98モデ

ルはカスタム・リカバリCD対応。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及びドライバを再

インストールすることもできます。

Windows®98
Second Edition Windows® 95 Windows®2000/WindowsNT®

● Intel®CeleronTMプロセッサ533MHz ●64MBメインメモリ（SDRAM、SPD付き）（最大512MB）
●大容量10GBハードディスク ●100Base-TX対応LANインタフェース
●最大40倍速CD-ROM
●選べる4つのOS

＊初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。

設置面積は当社ミニタワーモデルの約3/4、ボディ体積
も65％（当社比）のスモールサイジングを実現しています。
デスクの上、あるいはデスクサイドに設置しても場所を
とらず、スマートなオフィス環境を構築できます。

東芝は、Microsoft® Windows®2000のグローバルラウンチパートナーです。

使いやすさ追求、省スペース

５型拡張ベイ×１及び3.5型拡張ベイ×１、またPCI×2（フルサイズ）の空きスロットを使用
でき、今後の拡張にも安心して対応できます。

将来も安心な拡張性

強力なセキュリティ管理

＊

環境に配慮した製品づくり

スモールサイズに高性能。拡張性とセキュリティにすぐれたマイクロタワー

＊ディスプレイは別売です。
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《BizOffi》
最新のニュースやビジネス情報を素早く検索できるポータルサイト。
http://bizoffi.toshiba.co.jp/



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）

SP507©0005080( 1 )DNP

注1) 本商品はリカバリ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) 初回セットアップ時にどちらかのOS
が選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。注3) OSセットアップ終了後選択可能です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。

プレインス

トールOS

■ 型番・ハードウェア仕様

※1.メモリバスは100MHzになります。※2.ハードウェアの最大値です。※3.解像度および表示色
は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするOSにより異なります。※4.Windows®98及び
Windows®95モデルは、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）。
Windows®2000 Professional/WindowsNT®はハードディスクの一部領域がCドライブとして設
定されており、残りは未設定です。ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイ
トで算出しています。※5.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。※6.増
設するカードによっては認識できない場合があります。また、「内蔵ハードディスクユニット8GB」を
増設した場合は、奥行きが290mm以下となります。※7.音の再生には、外部スピーカが必要です。
※8.WindowsNT®では対応していません。※9.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。※10.ゴム足及
び突起部含む。※11.Windows®2000及びWindowsNT®のみ添付。

●Wake On LANはIBM Corp.の商標または登録商標です。●PS/2は、米国IBM Corp.の商標です。
●Intel Insideロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、
Windows、Windowsロゴ、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国におけ
る登録商標です。●Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）
の商標です。●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。
■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。■本製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。■本製品は日本国のみのサポートとなります。■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。

■ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率※の表示

製　品　名 型　番 記憶容量 消費電力 省エネ法に基づくエネルギー消費効率

内蔵ハードディスクユニット8GB PVP124JA 8455.2MB 最大24.3W A区分0.731

15型カラーディスプレイB／PVCRT15B

●15型ブラウン管、低反射帯電防止処理

●最大表示解像度：1,280×1,024ドット

●外形寸法：358㎜（W）×379㎜（D）×370㎜（H）

●アナログ（RGB）接続

●質量：約12.0kg

17型カラーディスプレイB／PVCRT17B

●17型ブラウン管、低反射帯電防止処理

●最大表示解像度：1,280×1,024ドット

●外形寸法：399㎜（W）×407㎜（D）×410㎜（H）

●アナログ（RGB）接続

●質量：約15.0kg

■ ソフトウェア

○…プレインストール、●…CD-ROM添付のみ　　　　　　　　　　　　　　　　注1）
Windows®98 Windows®95 Windows®2000/WindowsNT®搭載モデル
搭載モデル 搭載モデル Windows®2000 WindowsNT®

Microsoft®Windows®98 Second Edition ○ ー ー ー

ＯＳ
Microsoft®Windows®95 ー ○ ー ー

Microsoft®Windows®2000 Professional ー ー ○ 注2） ー

Microsoft®WindowsNT®Workstation4.0 ServicePack6a ー ー ー ○ 注2）

Microsoft® IME98 ○ ー ー ー

かな漢字変換 Microsoft® IME97 ー ○ ー ○

Microsoft® IME2000 ー ー ○ ー

Microsoft® Internet Explorer5 ○ ○注3） ○ ○

インターネット/メール Microsoft® Internet Explorer4.01 ー ○ 注3） ー ー

Microsoft® Outlook® Express ○ ○ ○ ○

○…プレインストール、●…CD-ROM添付のみ　　　　　　　　　　　　　　　　注1）
Windows®98 Windows®95 Windows®2000/WindowsNT®搭載モデル
搭載モデル 搭載モデル Windows®2000 WindowsNT®

ファイル暗号化ソフト WinSafe Lite ○ ○ ● ●

ファイル同期 モバイルシンクロ ○ ○ ー ー

ウィルス検索／駆除 VirusScan for Windows® ○ ○ ● ●

マウスウェア ○ ○ ○ ○

その他ユーティリティ
Adobe®Acrobat® Reader 4.05J ○ ○ ● ●

PC診断ツール ○ ○ ● ●

東芝お客様登録 ○ ○ ー ー

製　品　名 型　番 標準価格（税別）

増設64MBメモリカードB PVP121JA 140,000円

内蔵ハードディスクユニット8GB PVP124JA 160,000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

RS-232Cケーブル PWS5452A 7,500円

プリンタ接続ケーブル PWS5453A 6,000円

■ オプション

★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／平日：9：00～17：30（祝日、特別休日を除く）

フリーダイヤル

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

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/

etc.

etc.
★オリジナルPCサービス

お持ちの東芝PCの筐体・キーボード・バッテリ等の部品を、ご希望にあわせて新品部品に交換します。
★リニューアルサービス

★ピックアップサービス

★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

技術的なご質問､お問い合
わせにお答えいたします。

いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

機種名　 EQUIUM マイクロタワー

型番/本体標準価格 EQUIUM 3100

Windows®98 Second Edition EQ53C/MC8モデル　PA-EQ53CMC8A 118,000円（税別）

Windows®95 EQ53C/MC5モデル　PA-EQ53CMC5A 118,000円（税別）

Windows®2000Professional 
EQ53C/MC2モデル　PA-EQ53CMC2A 138,000円（税別）WindowsNT® Workstation4.0 ServicePack6a

プロセッサ
Inetl®CeleronTMプロセッサ 533MHz

システムバスクロック(※1) 66MHz

PCIチップセット Intel® 810

BIOS ROM フラッシュROM､Plug and Play1.0a、APM1.2、ACPI1.0

キャッシュメモリ 128KB（二次キャッシュ、メインプロセッサに内蔵）

標準 64MB ( PC100対応 SDRAM、SPD付)

メモリ 最大 512MB(※2)

メモリソケット数 DIMMソケット(168ピン)×2(標準構成で1ソケット占有)

ビデオRAM メインメモリと共用

表示機能 グラフィックアクセラレータ PCIチップセット（Intel® 810）に内蔵

解像度/表示色数（※3） 1,600×1,200ドット:256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

入力装置
キーボード 本体分離型キーボード､109キー(Windows®95・98対応、OADG準拠)

マウス PS/2マウス（スクロール機能付)

ハードディスク（※4） 10GB(UltraATA66/S.M.A.R.T.対応)

補助記憶装置
フロッピーディスク 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1

CD-ROM 最大40倍速

対応フォーマット（※5） 音楽CD、CD-ROM、マルチセッション(PhotoCD、CDエキストラ)

拡張スロット（※6） PCIスロット×3(フルサイズ、内1スロットはLANカードで使用済)

ストレージベイ
3.5型ストレージ 3スロット(内2つはHDD、FDDで使用済)

5型ストレージ 2スロット(内1つはCD-ROMで使用済)

サウンド機能（※7）
AC97準拠サウンドシステム

インタフェース Line-in×1、Line-out×1、マイク入力×1､MIDI/Joystick×1

・シリアル(RS-232C9ピンD-sub､非同期115,200bps(ハードウェア仕様)､16550A互換)×1

インタフェース
・パラレル(セントロニクス 25ピンD-sub、ECP対応)×1 ・キーボード(PS/2タイプ､6ピンDIN）×1

・アナログRGB(15ピンD-sub3段)×1 ・USB×2（※8）

・LAN(RJ45)×1

LAN機能 100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）

セキュリティ機能 パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックスロット

カレンダ機能 日付､時計機能を標準装備(1次電池によるバックアップ)

電源 AC100V､50/60Hz

本体：最大75W

R区分0.0385（Windows®98 Second Editionモデル）

消費電力 省エネ法に基づく R区分0.0385（Windows®95モデル）

エネルギー消費効率（※9） R区分0.0481（WindowsNT®Workstation4.0 ServicePack6aモデル）

R区分0.0385（Windows®2000 Professionalモデル）

環境条件 温度10～35℃､湿度30～80%(但し結露しないこと)

外形寸法（※10） 181mm(幅)×406mm(奥行)×363mm(高さ)

質量 約9.0kg

主な付属品 キーボード、PS/2マウス､ACケーブル､マニュアル､保証書､リカバリCD、アプリケーションCD（※11） 他

※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。


