
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。

A l w a y s  w i t h  m e .

■ Libretto f f 1100V M26/AAAモデル（型番：PL110M26AAA6）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。

■オプション

注1) バッテリパックは消耗品です。 ＊オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。

フロッピーディスクドライブ（USB）

USBデジタル携帯通信アダプタ

製　品　名 型　番 標準価格(税別)

ACアダプタ PAACA002 10,000円

増設メモリ64MB（タイプR） PA2067UJ 80,000円

バッテリパック 注1） PA2480UJ 15,000円

大容量バッテリパック 注1） PA2458UJ 25,000円

バッテリチャージャ PACHG001 15,000円

リモコン PARMC001 9,000円

フロッピーディスクドライブ（USB） PA2680UJ 15,000円

マウス（USB） PA2951UJ 8,000円

製　品　名 型　番 標準価格(税別)

24倍速CD-ROMドライブ PA2673UJ 39,800円

CD-R/RWドライブ IPC5025A 75,800円

USBデジタル携帯通信アダプタ IPC5022A 17,800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

SmartMediaTM（16MB、3.3V） IPC5018A オープン価格＊

SmartMediaTM（32MB、3.3V） IPC5024A オープン価格＊

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。

デジタルメディア機器社
パソコン事業部 〒105ｰ8001  東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

機種名/型番　
Libretto ff 1100V

M26/AAAモデル／PL110M26AAA6

プロセッサ MMX®テクノロジPentium®プロセッサ266MHz

キャッシュメモリ 32KB（1次キャッシュ、CPUに内蔵）、512KB（2次キャッシュ、外部）

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

メモリ
標準/最大 64MB／128MB(EDO)（※1）

メモリ専用スロット 1スロット

内部ディスプレイ 7.1型FLサイドライト付きTFTワイドカラー液晶（※2）、800x480ドット：1,677万色（※3）

外部ディスプレイ(オプション) 最大1,024x768ドット：65,536色

表示機能
内部ディスプレイと同時表示（※4） 最大800x 480ドット：1,677万色（※3）、走査周波数：垂直60Hz

ビデオRAM 2MB

グラフィックアクセラレータ NeoMagic MagicGraph 128XD（NM2160）（PCI接続）

解像度：表示色数 1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、800x480ドット:1,677万色、640x480ドット:1,677万色

本体キーボード 84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：15㎜、キーストローク：1.5㎜

入力装置 ポインティングディバイス リブポイント標準装備（※5）

リモートコントローラ LCD付、ヘッドホンジャックx1、電源スイッチx1、ジョグスイッチx3、スナップボタンx1

補助記憶装置
ハードディスク（※6） 6.4GB

ソフトウェア占有量 約1.7GB
（固定式）

フロッピーディスク（オプション） 3.5型（1.44MB／1.2MB／720KB）／USB経由

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

スマートメディアスロット 1スロット

内蔵ビデオカメラ 1/4インチC-MOS35万画素 ( f=4.56mm F2.0)

FAX /通信機能 データ:最大56Kbps(V.90、K56flex対応、ボイスレス)､FAX : 14.4Kbps（※7）

サウンド機能 Sound Blaster Pro互換(16ビットステレオ)、モノラルマイク、スピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応（※8）

・USB（※9）×1 ・マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1

・リモコン接続コネクタ×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1
インタフェース

・カメラ接続コネクタ×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠最大4Mbps/115Kbps)×1

・ミニRGBコネクタ×1 ・モデム(RJ11)×1

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

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（※10） リチウムイオン（バッテリパック）

電源
駆動時間 約2～3時間、大容量バッテリパック接続時：約3.3～5時間（省電力制御あり）

充電時間 約3～6時間、大容量バッテリパック接続時：約6時間（電源OFF時）／約5～6時間、大容量バッテリパック接続時：約10～12時間（電源ON時）

ACアダプタ（※11） AC100V～240V、50/60Hz

消費電力
最大 約45W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率 約1.9W

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） 221mm（幅）x132mm（奥行）x 29.8mm（最薄部）/32mm（高さ）

質量 約980g（バッテリパック装着時）

主な付属品 小型ACアダプタ、AC電源ケーブル、ミニRGBケーブル、ヘッドホン付リモコン、カメラ延長ケーブル、
バッテリパックx2（本体装着済x1、予備x1）、マニュアル、保証書、カスタム・リカバリCD、リブポイントキャップ（予備）他

プレインストールOS Microsoft®Windows®98 Second Edition

■ 型番・ハードウェア仕様

※1.メモリ容量を最大にするには、オプションの64MBのメモリを追加する必要があります。※2.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、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。※3. 640×480ドット表示時、画面中央に小さく表示されます。1,024×768ドット、800×600ドット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. 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。※5. リブ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. 内蔵モデムは国内専用です。海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。※8. 3D効果を出す為に
は、外付けステレオスピーカが必要です。※9. USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。※10. 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、アプリケーション
の使用環境等により変わります。※11. 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95VAです。
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グレードアップ
いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

TOSHIBA Information

東芝PCグレードアップセンタ

ハードウェア

●キーボード交換サービス
●オリジナルシール・
サービス

●HDD交換サービス etc.

オリジナルPCサービス

ピックアップサービス
お持ちの東芝PCの筐体・キーボード・バッテ
リ等の部分を、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

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。

安心サポート
★東芝パソコンホームページ『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

★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。

★触れて､使える。東芝PCテクノセンタ
●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
（特別休館日・毎週水曜・祝日・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。

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。）

★東芝PC集中修理センタ

ナビダイヤル 全国共通電話番号

フリーダイヤル

Tel. 03-3457-8148 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/gradeup/

お問い合わせ

0570-00-3100
技術的なご質問､お問い合わせにお答えいたします。
＊受付時間／平日：9：00～18：00 土日：10：00～17：00

（祝日、月末最終日、東芝特別指定休日を除く）

0120-86-9192
故障かな？と思ったらご相談ください。ピックアップサービスとクイックメンテ
ナンスで対応いたします。 ＊受付時間／平日：9：00～17：30（祝日、特別休日を除く）

●●

詳しい内容または対象機種・モデル等はインターネット、FAXサービス情報をご覧頂くか、東芝PCグレード
アップセンタに直接お電話の上、ご確認ください。

SmartMediaTM（16MB、3.3V）

■ソフトウェア （注1）

ＯＳ Microsoft®Windows®98 Second Edition

かな漢字変換 Microsoft®IME98 （注2）

ブラウザ Internet Explorer5.0

People

ニフティサーブでインターネット

AOL Ver4.0

BIGLOBEサインアップナビ

プロバイダサインアップ いきなりインターネット

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

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V4.0

PostPetTM Ver2.0jp

メール
10円メールマスター

ベジタルうらら

Microsoft®OutlookTMExpress

FAX Ring Central

電話番号検索 Angel Line for Windows

路線検索 駅すぱあと

実用
辞書 Dtonicディリーコンサイス英和・和英辞典

AVラベル作成 TempWriter EXPRESS

地図 プロトアトラス2000 for Libretto

HotShots1.5

画像編集
SpinTMPanorama2.1

VideoBrushTMPanorama2.0

LIVE MEDIA EDIT

ミキシング XG Studio Mixer

MIDI再生 S-YXG50 Player

動画キャプチャ LIVE MEDIA VIDEO

動画サムネールツール Mediapresso

マルチメディア
静止画キャプチャ LIVE MEDIA STILL

プレーヤ LIVE MEDIA PLAYER

ボイスレコード LIVE MEDIA VOICE

キャラクタ用ユーティリティ JOYPLUSTM

MPEG4画像再生 Mobile MotionTMViewer

顔認識 Smartface

エンタテイメント 顔付きMusic Dance

音声認識/音声合成 東芝音声システムVer5.0 （注3）

カラオケ KaraOK! for Windows®98

Intellisync for Windows
赤外線通信

東芝Ir Ether

通信環境切替 一発チェンジャ

ファイル同期 モバイルシンクロ

USB/PCカードアプリ起動 プラグエイド

VirusScan for Windows®98

マウスウェア

Adobe®Acrobat® Reader 4.0J

その他ユーティリティ I.shuttle Maneger

省電力設定ユーティリティ （注4）

東芝PCお客様登録

オンラインマニュアル

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) Windows®98に含まれています。注3) 東芝音声システムの「きこえるメール」の留守番電話機能及び
リモートアクセス機能は、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。
注4) [コントロールパネル]の[電源の管理]で設定ができます。

CD-R/RWドライブ

1999年 10月現在
ミニノートパソコン



出典：データクエスト世界パソコン四半期出荷統計/1994-1998暦年

出荷実績（GG99-TOS045）
東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。 5年連続ノートPC世界シェアNo.1※

〈LIVE MEDIA VOICE〉ボイスキャプチャソフト

内蔵マイクで音声やサウンドをWAVEファイルに保存できます。

＜i.Shuttle＞での操作もOK。友だちとの会話などを標準と高音質

の2つのモードで録音できる他、メールに添付して送信することも

できます。

TOSHIBA
ORIGINAL

〈KaraOK! for Windows®98〉インターネットカラオケ

15,000曲を配信するインターネット・カラオケ。業界初のVoice

コーラスに対応し、ダウンロードした曲は何回でも楽しめます。

〈S-YXG50 Player〉MIDIデータ再生ソフト

MIDIサウンドをエフェクトコントロ

ールできるXGフォーマット対応ソフ

トウェア・WAVEテーブルシンセサイザーです。

I N T E R N E T

2
簡単インターネットを
ダブルクリック

1
内蔵モデムと

電話回線を接続します。

3
オンラインサインアップで
世界へアクセス

〈簡単インターネット〉プロバイダ接続ソフト
TOSHIBA
ORIGINAL

●AOL Ver4.0 1ヶ月間3時間※まで、6ヶ月間無料 ※入会後1ヶ月間は100時間無料。

●いきなりインターネット　
入会金（2,000円）無料！ 最大2ヶ月間※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。

●MSN

1ヶ月間50時間まで、3ヶ月間無料 ※2000年2月29日の入会申込み分までとなります。

その他の選べるプロバイダ
●people ●ニフティサーブでインターネット ●ODNダイヤルアップスタータキット ●BIGLOBEサインアップナビ
●So-netサインアップ ●DION簡単設定ツール ●OCNサインアップ

TM

E-Mailへ添付

A L W A Y S  
W I T H  M E .
A L W A Y S  

W I T H  M E .

〈XG Studio Mixer〉MIDIデータミキシングソフト

グラフィカルなオペレーションのGM

音源、XG音源の高機能MIDIプレーヤ。

コーラス、ロボット音声などでアレン

ジもできます。

インターネットで世界をキャッチしよう
情報の宝庫、インターネットへ簡単アクセス。

３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。

音楽を楽しむ、E-Mailを聴く、撮影する。
エンターテイメントの入り口はLibrettoff にあります。
モバイルでの駆動力と、動画処理機能が更にアップ。
リモコンと脱着可能なデジタルビデオカメラがついた
世界最小

※

Windows®98PC、Librettoff 1100V。もう手放せない楽しさです。
※
,
99年10月現在、カメラ付きのWindows ®98搭載パソコンとして世界最小。

E - M A I L
〈PostPet Ver.2.0jp〉電子メールソフト
ポストペットはパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メ

ールを運ぶメールソフト。おやつやおもちゃをあげたり、と

きどき洗ってあげたりしてペット

との暮らしを楽しんでください。

ペットはあなたにメールをくれた

りもします。

〈Microsoft®Outlook®Express〉電子メールソフト
電子メールの送受信ソフトです。「東芝音声システムVer 5.0」の機能でパソコンを閉じたまま、届いたメールを音声で聞く

ことができます。

〈10円メールマスター〉
NTT DoCoMo専用電子メールソフト

和文約1000文字分のインターネットメールが1回わずか10円で

送受信OK。ドコモのデジタル携帯電話を使って、モバイルでのメ

ールのやりとりが低料金で可能になります。
※使った分だけ課金される完全従料課金制と、月額８００円でホームページを持てる「スタン

ダード」の２タイプがあります。 （このほかＩＤ更新料が２年間で８００円かかります。ＩＤ更新

料は入会時は無料です。）

〈東芝音声システムVer. 5.0 〉音声認識/合成ソフト

TOSHIBA
ORIGINAL

2
郵便箱アイコンをクリックして、
E-Mailを取り込みます。

着信メッセージがリストアップされます。

内容を見たい場合には表示ボタンを

押します。

1
〈きこえるメール〉を起動します。
最初に起動したときには、設定

画面がでますので、自分の通信環

境に合わせてセッティングします。

3
メールを選んで再生ボタンを押せば、

読み上げてくれます。
送信者や題、着信日や内容などを

読み上げのオプションで選べます。

＜i.Shuttle＞で操作できるメール読み上げ「きこえるメール」や、音声入力・テキスト読み上げの「おしゃべりテキスト」な

ど音声ソフトが盛りだくさん。パソコンの操作やソフトの起動も音声でおこなえます。

※MAPIをベースにした電子メールソフト（Microsoft®Outlook®Express、Microsoft®Outlook®、Microsoft®Exchangeなど）のみ対応しています。

音声でメールを聞こう
届いたメールを読み上げてくれたり、声で文章を入力したりと便利で楽しい。

http://www.so-net.ne.jp/postpet/
＊ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。ご利用の際は、SMTP/POPメ
ールに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
(c)1997-1999 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

〈ベジタルうらら〉電子メールソフト
プライベートにも、ビジネスにも使える楽しいメールソフトで

す。なす衛門、とま子など野菜をモチーフにしたキャラクター

が画面を歩き回り、メールが届くとその日の運勢占いによって

いろいろなアクションを見せてくれます。キャラクターが成長

する秘密もありますよ。

〈i.Shuttle〉を使えばホームページも聴けます。
〈i.Shuttle〉からブラウザを起動し、＜ジョグスイッチ＞の操作で「お気に入り」に登録さ

れているWebページを読み上げさせることができます。「お気に入り」にいくつものページ

があってもOKです。

〈Microsof t®NetMeeting〉ビデオチャット
インターネットを経由して、リアルタイムに音声や映像・画像データを転送できます。ビデオカメラ

で顔を見ながらテレビ電話やチャットが可能です。

〈The 翻訳インターネットV4.0〉英日・日英翻訳ソフト
ホームページ上の文章を日本語や英語に翻訳してくれます。英語のE-Mailも日本語で読むことができます。

さらにチャット翻訳機能を使って、外国の友達と会話を楽しみましょう。

TOSHIBA
ORIGINAL

〈Microsoft®Internet Explorer 5.0 〉最新WWWブラウザ
「ラジオ」ツールバーなどの新機能を追加し、入力支援機能やWebブラウジング機能が

強化された最新版InternetExplorer5.0を搭載。

〈Mobile MotionTM Viewer〉MPEG4再生ソフト
東芝が開発している最新の映像ストリーム技術を使って、インターネットからダウ

ンロードしながら、スムーズに美しいビデオ映像を楽しむことができます。
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S O U N D

音を楽しむ、音で楽しむ。

ミュージックを持ち歩こう
好きな曲をハードディスクに
たっぷり入れていつでもどこでも楽しめます。

操作ボタン プレイリスト切換ボタン

〈LIVE MEDIAPLAYER〉音楽再生ソフト

ハードディスクに保存したWAVEデータやMP3データを再生するソフトで

す。＜i.Shuttle＞からの起動もOK。プレイリスト機能で数多くの音楽データ

も、ジャンル毎の管理や再生が簡単です。またBASSコントロール付きですの

で、音楽がもっと表情豊かに。メリハリのきいたサウンドで楽しめます。
※エンコーダソフトはプレインストールしていません。

曲送りボタン

TOSHIBA
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MP3は今はやりのデジタルミュ
ージックが手軽に楽しめる圧縮方式

のひとつ。CD並の音質を保ったま

まデータ量を約1/10にできるので、

ファイルサイズが小さくてすみます。

CDやMDを何枚も持ち歩かなくて

も、好きな音楽をすぐれた音質で楽

しむことができます。

「My Best」や「ROCK」などのようにジャンルごとに分けて、一枚のCDやMDのような

オリジナルアルバムが作れます。複数のプレイリストをCD/MDチェンジャのように、

気分に応じて切り替えられます。

プレイリスト機能をうまく使いこなす

1 プレイリストを作る…OPTIONボタンを押し、プレイリスト一覧画面の新規または編集ボタンを押すと
プレーヤアプリケーションExplorerが表示されます。

2 曲を選ぶ……………上の段のプレイリスト一覧から、登録する曲を選んでドラッグ＆ドロップします。

3 名前を付ける………プレイリスト名をつけて保存します。

4 プレイリストを使う… 登録されたプレイリストは、リモコンのプレイリスト切換ボタンで選択できます。

曲をドラッグ＆
ドロップする

新規ボタンを押す

i.Shuttle

本体を閉じたまま、リモコン操作でCDや
MDプレーヤのように音楽を聴いたり、

E-Mailをチェックできます。

Libretto ff ホームページhttp://www2. toshiba.co.jp/pc/mes

Libretto ff はハードディスク容量6.4GB、その空き容量全てをミュージッ

クデータにした場合、約1，000曲（4MB/1曲として計算）、音楽CDにすれ

ば約100枚以上、音飛びの心配もなく楽しめます。これでいつでもどこでも、

好きな音楽があなたのそばに。

※音楽CDからハードディスクへのダウンロードは市販のMP3ソフトを使っておこなえ

ます。CDプレーヤの接続は、オプションの24倍速CD-ROMドライブまたはCD-R/RW

ドライブをご利用ください。

HDD
6.4GB

音楽CDをハードディスクに保存して聴く、これが流行のデジタルミュージック。
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〈LIVE MEDIA STILL〉静止画キャプチャソフト
セルフタイマや連写、スライドショー作成、画像編集ソフトのリンクなど、多彩な機能を満載

しています。メールボタンを押すだけで画像を添付することもできます。
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〈Smartface 〉顔認識ソフト
鼻眼鏡やピエロなど一瞬で変装できます。自作アイテムでの

合成もOK。あらかじめ自分の顔を登録しておけば、名前を表

示したり、音声での挨拶、スクリーンセーバーの解除などを

することができます。
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〈VideoBrushTM Panorama 2.0〉
パノラマ写真作成ソフト

ビデオカメラで風景をパンするだけで、自動的にそのシーン

を展開。継ぎ目のない滑らかなパノラマ画像に仕上げます。

〈HotShots1.5〉写真の自動修正・印刷ソフト
カメラやスキャナ、インターネットなどから取り込んだ画像を

自動修正したり、「縮める・引き延ばす・油絵」など特殊効果を

付けることができます。

〈顔付きMusicDance〉顔合成ダンスソフト
誰かの顔とキャラクタを組み合わせたら、ミュージック

を選んでレッツ・ダンス！音楽に合わせて踊って、どんな

人も迷ダンサー。
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〈Mediapresso〉動画サムネールツール
MPEG 4ムービーの映像シーンから探したいシーンが簡単サーチできます。撮影したムービーを読み

込むと映像がコマ割りで表示され、見たいカットをダブルクリックするだけでその画面からスタート

します。数コマだけ拡大して見ることも可能です。
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デジタルビデオで遊ぼう
旅先での気に入った風景やおもしろいシーンを
サッと撮ってビデオメールを送ろう。

〈LIVE MEDIA VIDEO〉動画キャプチャソフト

動画の撮影、編集ソフトです。MPEG4に圧縮*した動画をインターネットで利用できる

ほか、編集したり、E-Mailに添付したりすることも簡単です。

※キャプチャサイズは640×480～80×60です。
Mobile Motion for LIVE MEDIAによりエンコードが可能です。

ビューアパネル

キャプチャパネル

1. 撮影する
撮影は、キャプチャパネルの録画ボタンで。

〈i.Shuttle〉や〈SCOOPY〉、本体キーボード上の

SNAPボタンでも撮影できます。

2. 確認する
撮影した動画は大きなファインダーに表示されま

す。撮った動画をその場で確認することができます。

3.「MAIL」ボタンを押す

4. MPEG4に圧縮する
MPEG4はインターネットを使って動画を送受
信するのに適した圧縮形式です。衛星放送やDVD

で使われているMPEG1/2に比べ圧縮率が高く、

ファイルサイズがより小さくてすみます。

SCOOPY

デジタルビデオカメラ〈スクーピィ〉は、
つけたままでも、はずしても撮影できるので、

楽しいシーンを逃しません。

V I S U A L

5. 送信する
通常使用している電子メールソフトが起動され、自動的に添付

ファイルとして送信するように設定されます。後は、通常の

メール操作とおなじです。

フレーム編集ソフト

撮影画像をキャラクターのフレームに入れたり、アルバムに

保存できます。ポストカードやE-Mail用便箋、ネームカード

などが作れます。

〈LIVE MEDIA EDIT〉動画編集ソフト
撮影した動画をつないで、編集することができます。自分だけのオリジナルビデオが簡単に作れるの

で、オリジナルムービーを作って友だちをびっくりさせよう。
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タイトルやキャプションを管理 トラックの選択

〈SpinTM Panorama 2.1〉
パノラマ映像作成ソフト

連続した静止画を繋ぎあわせ、広角パノラマ

静止画や360°パノラマムービー映像を作成

できます。ズームやスクロールもOKです。

使いやすい東芝オリジナルソフト
このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

〈モバイルシンクロ〉ファイル同期ソフト
ケーブル接続等で、作成したデータを他のパソコンへ自動転送。常に最新の

情報に更新されます。
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〈一発チェンジャ〉通信環境切り替えソフト
インターネット接続の設定や壁紙、省電力設定など、パソコンの環境をワンタ

ッチですばやく切り替えることができます。
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〈東芝Ir Ether 〉赤外線ネットワーク通信ソフト
赤外線通信でファイルやプリンタの共有が手軽にできます。FIR（4Mbps）で

の高速で安定したデータ転送ができます。
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〈Intellisync for Windows〉赤外線通信ソフト
パソコン同士や携帯情報ツールとの間で、ケーブル（シリアル）や赤外線通信を使

ってファイルの転送や、データの連携がおこなえます。

大容量のデータも〈スマートメディアTM〉で、
手軽に交換できます。

C O N N E C T

友だちのパソコンと手軽にネットワーク。
〈スマートメディアTM〉は大容量データも記憶できるメモリカード。

このスマートメディアTM専用のスロットを装備したので、友達のパ

ソコンとデータ交換をしたり、ほかのデジカメの画像を取り込んだ

り、デジタル写真をF-DIサービスに出したりと、活用は無限です。
※スマートメディアTMは、本体には付属しておりません。
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映像を創る、加工で遊ぶ。

〈LIVE MEDIA STILL〉で、簡単にスライドショウを設定で

きます。オプションボタンを押して、スライドショウの設定

で画像を指定するだけ。SLIDEボタンを押すと次々と写

真が映し出されます。

撮った写真でスライドショウができる

Smart MediaTM

録画ボタン 停止ボタン

E-Mailへ添付

SNAP
エフェクトボタンで「エンボス」「セピア」「めまい」

など、様々なエフェクト効果を楽しめます。

編集 E-Mailへ添付

Object Picker
デジタル画像切り出しツール

〈SCOOPY〉で映し出している映像から人物

の上半身や顔などを切り出し、好きな背景と

合成して撮影することができます。たとえば

ハワイの背景を用意しておけば、まるでハワ

イに来ているかのように写真が撮れます。

〈東芝PCお客様登録〉
デスクトップのアイコンからユーザ登録をすると、専用ホー
ムページの閲覧が可能。また、電子メールで東芝PCに関す
る最新情報をお知らせします。
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実用ソフトも充実。楽しみ方は無限です。
〈プロアトラス2000 for Libretto〉

〈Dtonicデイリコンサイス英和・和英辞典〉
インターネットの英語文書もデイリーコンサイスで調べ
ればいっそう理解が深まります。

〈VirusScan for Windows® 98〉
コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、ウィルス発見・
駆除ソフト。

〈マウスウェア〉
マウス・ボタンに、ズーム機能や自動スクロール、Windowsメ
ニューやコマンドなど、便利な機能を割り当てることができ、
使いやすさがさらにアップします。

首都圏、大阪、名古屋の地図を収録。交通情報やアメダス気象
情報、駅前探検倶楽部などインターネットと連携して各種情
報がキャッチできます。

〈プラグエイド〉
USB/PCカードに対応した自動起動ユーティリティ。

〈Adobe®Acrobat® Reader 4.0J〉
PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントソフトウェアで
す。WWWブラウザにプラグインすると、インターネットでの
PDFによるニュース配信などを読むことができます。

〈駅すぱあと〉
行きたい駅名、交通機関などを選択または入力するだけで、
運賃や所要時間が即座にわかります。出張や家族旅行に使
えば、予算やスケジュールがすぐに立てられて便利です。

〈Angel Line for Windows®〉
パソコンからモデムを通じてNTTの番号情報センターへ直接
アクセスし、全国の電話番号を自分で調べることができます。

〈TempWriter EXPRESS〉
MD/CDのディスクラベルやパッケージラベル、ビデオテープ
のラベルなどに対応したテンプレートが収録され、縦書き・
横書きで簡単に曲名やタイトルを入力できます。

〈Ring Central〉
FAXの送受信やリモートアクセス、複数のメールボックスをサ
ポートした電子メールなど、高機能なテレフォニーソフトです。

つなげて広げる。

〈オンラインマニュアル〉
見やすく操作がしやすいHTML形式のマニュアルです。い
つでも必要なときに参照することができます。
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撮影可能な画像形式

640×480
352×288
320×240
240×180
176×144
160×120
128×96
80×60

640×480

352×288

320×240

240×180

176×144

160×120

128×96

80×60

JPEG × ○

BMP × ×

AVI他

(各種の圧縮方法を)選択可能

○

フレームレート※1 サイズ 保存フォーマット 音声 メールに添付

※1：その他、1～30フレーム/秒の範囲で設定可能です。 ※2：CD並の音質から電話並の音質までを選択可能です。

静止画 －

動 画 ○※2

(音声の圧縮レートは)変更可能

高画質

（30フレーム／秒）

標 準

（15フレーム／秒）

簡 易

（5フレーム／秒）

+



＊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。●SmartMediaは（株）東芝の商標です。●Intellisyncは､Puma Technologyの登録商標です。●Intel、Intel Insideのロゴ、PentuimはIntel Corporationの登録商標または商標です。●Microsoft､Windows、Windowsロゴ､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。●Adobe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe System Incorporated（アドビシステム社）の商標です。●XG Studioはヤマハ株式会社の商標です。●駅すぱあとは、（株）ヴァル研

究所の商標です。●SoundBlasterは､米国のCreativeTechnology社の商標です。■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。■モデルに準じてMicrosoft®Windows®98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1999年10月現在のものです。

●SoundBlaster Pro 互換、録音・再生可能サウンドシステム

●万一のバッテリ切れにも安心、ハイバネーション機能

●瞬時に作業を中断、復帰が可能、スタンバイ機能

●パスワードでデータ保護、インスタントセキュリティ

SVGA対応7.1型TFTフルカラー液晶

鮮明な7.1型TFTディスプレイを搭載し、フルカラー1,677万色※を表示します。

800x480ドットのワイドSVGAです。 ※1,677万色はディザリング表示です。

抗菌加工※スケルトンキーボード

クリアブルーのスケルトンキーボードを採用。

抗菌加工※もしています。キーピッチは15mm、

キーストローク1.5mmと快適な入力ができます。

軽快リブポイント

ポインタ操作はオレンジのリブポイント。

「マウスウェア」ユーティリティで、スクロー

ルも素早くできます。

リモコン接続コネクタ●

●リセットスイッチ

●モデム

●USBコネクタ
周辺機器との接続が可能

●赤外線通信ポート
FIR（IrDA1.1）に準拠し、
4Mbps/115Kbpsで高速なデータ転送が可能

●ヘッドフォン出力端子

●マイク入力端子

●電源コネクタ

スピーカ●

●電源ボタン

●内蔵マイク

※キートップに抗菌コーティングをしています。
●抗菌の効果：表面の細菌の増殖を抑制する。

●抗菌の方法：ハードコートに抗菌剤を使用。

●抗菌剤の種類：無機系銀抗菌剤

●評価した機関名：日本食品分析センター

●評価内容：大腸菌・黄色ブドウ状球菌へ滴下法

世界最小※Windows® 98搭載、ミニノートパソコン Libretto ff 1100V。

スマートメディアTM専用スロットを1基装備

スマートメディアTMをダイレクトに扱える専用スロットを標

準でそなえています。スマートメディアTMを活用すれば、動

画、静止画データ、デジタルサウンドデータやボイスメモ

などの音声ファイル、テキストデータを取り込んだり、交換

したりするのが簡単です。

●ヘッドフォン

D
し�

F
は�

キーピッチ15mm

ＰＣカードスロットTYPEⅡを1基装備

PHS一体型カードやISDNカードを使ってインターネットに

接続したり、LANカードで会社のネットワークにつなげてデ

ータにアクセス。またSCSIカードでスキャナに接続して画

像を取り込んだり、CD-ROMドライブをつないでデータを

移すなど多彩な活用ができます。見えるラジオやTV、衛星

ナビゲーションに対応したＰＣカードも利用できます。

221mm（幅）×132mm（奥行き）しかも29.8mm（最薄部）・軽さ約980g。

丸みを帯びたパールシルバーとメタリックシルバーの爽快なボディーカラーです。

MMX®テクノロジPentium®プロセッサ266MHz

低消費電力で高速パフォーマンスを発揮。2次キャッシュメモリに

パイプラインバーストSRAM 512KBを装備しています。

最大56KbpsのFAXモデム内蔵 64MB EDOメモリ(最大128MB)

6.4GB大容量ハードディスク●VOL/APP
アプリケーション切替
●プレーヤ
●静止画キャプチャ
●動画キャプチャ
●ボイスレコーダ
●きこえるメール
●Webの読み上げ

ボリューム調整

●MODE
●音楽プレイモード切替
●表示切替（時間・曲名・アーチスト名・残り時間）
●プレビュー画像ズームイン/ズームアウト

PLAY●

●SNAP
撮影ボタン

POWER●
電源ボタン　

●HOLD
ホールドキー

i.Shuttle
パソコンを閉じたまま操作できるリモコン

〈アイ・シャトル〉は本体を閉じたまま、音楽の選曲、再生、音

量調節やプレイモードの設定ができるリモコンです。漢字表

示やピクチュア表示も可能です。さらにE-Mailの読み上げ、

本体の電源ON/OFF、アプリケーションの起動や切り替え、

カメラやボイスレコーダーの操作など、手軽にコントロール

できます。たとえば朝出がけにダウンロードしたE-Mailを電

車の中で聞いてその日のスケジュールを確認した後、LIVE

MEDIA PLAYERを起動してMP3ミュージックを楽しむなど

のモバイル生活が手軽に実現します。

●音楽/ボイスメモ/スライドショー再生
●STOP ●早送り　●巻き戻し

●曲の頭出し
●メールの再生

●動画再生

※ '99年10月現在、カメラ付きのWindows®98搭載パソコンとして世界最小。

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おこなっ
ています。

西暦2000年対応
このカタログ掲載のPC本体は、「西暦2000年対応」です。弊社商品の「西暦2000年対応」の詳
細については、東芝パソコンホームページ「PC STARS」
（http://www2.toshiba.co.jp/pc/）をご覧下さい。

ILWで海外でも安心！
海外でのご利用にも､ILW(International Limited Warranty)により､ご購入か
ら1年間､無料修理サービスがご利用いただけます。
＊ご利用にはマシンに同梱されている「お客様登録カード」、もしくはWebでの登録が必要です。
また、対象地域、対象サービスの一部制限があります。

カスタム・リカバリCD
「カスタム・リカバリCD」を標準添付しています。誤ってハードディスクの中身を消去してし
まった時に、ご購入時の状態に復旧したり、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、またOSのみを再セットアップすることもできます。

ILWILW

外ではISDNの公衆電話などを使って、E-Mailの送受信、

報告書をFAXで送ったりがすばやくでき、また家では

インターネットで情報収集したり、チャットを楽しんだ

りなどが、電話回線の接続だけで簡単におこなえます。

小型ACアダプタがもう一つあると、もっと便利です。（オプション）

家では付属のアダプタ、外出先ではオプションのアダプタ（型番：PAACA002）

を使用すれば、本体の持ち運びだけですみ、便利に使うことができます。

SCOOPY
正面

背面

スナップボタン●

●本体接続コネクタ

●外部ディスプレイを接続できるMini-RGBコネクタ

取り外して撮影できるデジタルビデオカメラ

〈スクーピィ〉は、動画と静止画が撮影できる1/4インチ

35万画素C-MOSカメラ（F2.0）です。本体につけたま

まの固定撮影や、はずしての撮影など使い方自在のデジタ

ルビデオカメラです。カメラ部分は180°回転でき、本体

に装着した場合はカメラをキーボード側に向けた場合と外

側に向けた場合とで、映像が天地逆転しますから、向きを

気にすることなくいつでも自然な撮影を楽しむことができ

ます。また、レンズの周りのフォーカスリングで焦点を合

わせることができます。

多量のデータのストックが可能です。

最大約5時間のバッテリ駆動

標準バッテリ使用時で最大約3時間、大容量バッテリパック（オプション）使用時で最大約5

時間の機動力。ホットキー機能を搭載し、モバイルシーンに合わせた省電力設定が簡単です。

予備バッテリを同梱、あわせて約6時間のモバイルが可能

標準バッテリのほかに、もう１つ予備バッテリを同梱しています。

2本で最大約6時間の駆動ができ、モバイルでの楽しさがさらに広がります。

また、オプションのバッテリチャージャ

（型番：PACHG001）を使用すれば、

予備バッテリを充電しながらAC駆動が可能です。

（イメージ）

バッテリチャージャ� AC�
アダプタ�

予備バッテリ�


