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14.1型TFT&CD-RW搭載 ■DynaBookPX250 K45/4WAモデル（型番：PX025K454WAB) オープン価格※

14.1型TFT&CD-ROM搭載 ■DynaBookPX250 K45/4CAモデル（型番：PX025K454CAB) オープン価格※

12.1型TFT&CD-ROM搭載 ■DynaBookPX200 K45/2CAモデル（型番：PX020K452CA6) 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。

DynaBook PXシリーズ

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）

！

●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。●Easy CD Creator,Direct CDはAdaptec,Inc.の商標です。●AMD、AMDロゴ、

K6、3DNow!、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標であり、AMD-K6は同社の登録商標です。●Microsoft､Windows、Windowsロゴ､Outlook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。●Adobe、Adobe Acrobat

ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）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。■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2000年1月現在のものです。■本製品はILW対象外です。

機種名/型番　
DynaBook PX250 K45/4WAモデル DynaBook PX250 K45/4CAモデル DynaBook PX200 K45/2CAモデル

PX025K454WAB PX025K454CAB PX020K452CA6
プロセッサ 3DNow!TMテクノロジモバイルAMD-K6®-2-Pプロセッサ450MHz
キャッシュメモリ 64KB(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 1.0b、Plug and Play1.0a

メモリ
標準/最大 64MB／192MB(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（※1） 14.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶、1,024x768ドット：1,677万色 12.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶、800x600ドット：1,677万色
外部ディスプレイ（オプション）（※2） 最大1,280x1,024ドット：1,677万色

表示機能
内部ディスプレイと同時表示（※3） 最大1,280×1,024ドット：1,677万色（※4）、走査周波数：垂直60Hz

ビデオRAM 4MB
グラフィックアクセラレータ ATI Rage LT Pro
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：3mm

入力装置 ワンタッチ操作ボタン インターネットボタン/CD操作ボタン/メールボタン
ポインティングディバイス タッチパッド標準装備
ハードディスク（※5） 12GB 6GB
ソフトウェア占有量 約1.99GB 約1.89GB 約1.86GB

補助記憶装置 フロッピーディスク 3.5型(1.44MB／720KB)

（固定式）
CD-ROM

読み出し最大20倍速、CD-RW書き込み4倍速(※11)、
最大24倍速CD-ROM、12／8cmディスク対応、ATAPI接続

12/8cmディスク対応、ATAPI接続

対応フォーマット（※6） 音楽CD、CD-ROM、CD-R､CD-RW､マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)
PCカードスロット TYPE@×2スロットまたはTYPE#×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)
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)、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応
FAX/通信機能 データ:最大56Kbps(V.90、K56flexTM対応、ボイスレス)、FAX:14.4Kbps(※7)

・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1
・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・USB(※8)×1

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
・RGB(15ピンミニD-sub 3段）×1 ・PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用) ×1
・モデム(RJ11)×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠、最大4Mbps/115Kbps)×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、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） ニッケル水素（バッテリパック）

電源
駆動時間 約2.1時間（省電力制御あり）
充電時間 約2時間（電源OFF時）/約3時間（電源ON時）

ACアダプタ AC100V～240V、50/60Hz

消費電力
最大約46W、スタンバイ状態約5.6W（バッテリ充電なし） 最大約46W、スタンバイ状態約5.2W（バッテリ充電なし）

省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※10） S区分0.0045 S区分0.0042
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) 308mm（幅）×267.5mm（奥行）×37.8mm（高さ） 308mm（幅）×267.5mm（奥行）×40.3mm（高さ）
質量 約3.35kg（バッテリパック装着時） 約3.26kg（バッテリパック装着時） 約3.22kg（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、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)、

モジュラーケーブル、PS/2マウス、すいすいセットアップビデオ他
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. TFT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。※2. 使用可能なディス
プレイは解像度より異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。※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. DynaBook PX250は1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時、DynaBook PX200は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。※5. 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）。※6.ビデオCDなど、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。DynaBook PX250 K45/4CAモ
デル及びDynaBook PX200 K45/2CAモデルは、CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。※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。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。※8. 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。※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. 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。※11.CD-R/RWに
書き込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。

■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 注1） K45/4WA K45/4CA K45/2CA

ＯＳ Microsoft®Windows®98 Second Edition ○ ○ ○
かな漢字変換 Microsoft®IME2000 ◎ ◎ ◎
ワープロ Microsoft®Word2000 ◎ ◎ ◎
表計算 Microsoft®Excel2000 ◎ ◎ ◎

ブラウザ Microsoft®Internet Explorer5 ○ ○ ○
People ○ ○ ○
@niftyでインターネット ○ ○ ○
AOL Ver5.0 ○ ○ ○
BIGLOBEサインアップナビ ○ ○ ○

インターネット/ プロバイダサインアップ いきなりインターネット ○ ○ ○

通信
ODNダイヤルアップスタータキット ○ ○ ○
So-netサインアップ ○ ○ ○
OCNサインアップ ○ ○ ○
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Ver.4.0 ○ ○ ○
電話番号検索 Angel Line for Windows ○ ○ ○

メール Microsoft®Outlook2000 ◎ ◎ ◎
路線検索 駅すぱあと ○ ○ ○
はがき作成 筆ぐるめ　Ver.7 ○ ○ ○

実用 キーボード練習 もぐらたたキー プラス ○ ○ ○
百科事典 Microsoft®Shogakukan Bookshelf Basic   注2） ◎ ◎ ◎
家計簿 てきぱき家計簿マム2Plus ○ ○ ○
バンキングサービス さくらのブラウザバンキングサービス（さくら銀行） ○ ○ ○

画像編集 Adobe Photo Deluxe 3.0 forファミリー ◎ ─ ─
Adobe Active Share ○ ─ ─

音楽プレーヤー LIVE MEDIA PLAYER ○ ○ ○
ボイスレコード LIVE MEDIA VOICE 注3） ○ ○ ○

マルチメディア MPEG4画像再生 Mobile MotionTMViewer ○ ○ ○
CDプレーヤ Direct CD Player ○ ○ ○
CDライティングソフト Easy CD Creator 3.5 ○ ─ ─
CDパケットライト Direct CD 2.5 ○ ─ ─
将棋 柿木将棋Ⅲ Light ○ ○ ○

VirusScan for Windows®98 ○ ○ ○
その他ユーティリティ Adobe®Acrobat® Reader 4.0J ○ ○ ○

東芝PCお客様登録 ○ ○ ○

製　品　名 型　番 標準価格(税別)

バッテリパック 注1) PABAS005 30,000円
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
RS-232Cケーブル PWS5452A 7,500円
EZ-Linkケーブル PA2950UJ 18,000円
USBデジタル携帯通信アダプタ IPC5022A 17,800円
マウス（USB） PA2951UJ 8,000円
バリューマウス（PS/2） MUSPS20A 8,000円
106キーキーボード KB106KEY 20,000円
テンキーパッド J31TP002 19,800円
プリンタ接続ケーブル PWS5453A 6,000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

注1) バッテリパックは消耗品です。

■オプション

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）検索部のみハードディスクにプレインストールされており、データ部はプレインストールされておりません。
（データはCD-ROMに含まれます）。注3）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。

＊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。

★ホームページ『PCSTARS』

http: //www 2.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
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）

★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

★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）

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。
SP494©0001500TN



オリジナル音楽CDを創ってみよう！

Direct CD＊（CDライティングソフト）
簡単なファイル操作でCDにデータをバックアップできます。

ドラッグ＆ドロップのカンタン操作でパソコンのフ

ァイルや音楽データをCD-R/RWに書き込むことが

できます。デジタルカメラなどで撮影した画像やビ

デオ映像アルバ

ムなどの大切な

作品集をCDに

保存しておけ

ば、バックアッ

プとしても安心

して整理してお

けます。

＊DynaBook PX250  K45/4WAモデルのみ

EASY CD Creatorを起動。

ナビゲーションウィンドウで「音楽」をクリックし、次の

画面で「音楽CD」を選びます。
1

STEP

音楽データを選択。

操作パネルの新規作成ボタンを押し、音楽データを選

びます。オーディオ編集機能で収録時間を設定したり、

聴きたい曲順に並べ替えるなどができます。
2

STEP

書き込みスタート。

CD-Rディスクを挿入し、CDタイトルを入力して、「CD

の作成」ボタンをクリックします。書き込みが終了する

とドライブからCD-Rが自動的に排出されます。
3

STEP

自分で作ったラベルやジャケットを貼って完成。

EASY CD Creatorに付属のジュエルケースレイア

ウトで、CDに貼るラベルやケースジャケットを自作で

きます。タイトルも入れてデザインが決まったら、市販

のCDラベルシートを使ってプリントし、貼り付けます。

これで世界で１枚だけのオリジナルCDの完成です。

※CDラベルシート等は付属していません。

4
STEP

1
STEP

3
STEP

2
STEP

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には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

EASY CD Creator＊（スタンダード版）
音楽CDやデータCD、CDジャケットも自分でつくれます。

オリジナルの音楽CDがつくれます。音楽CDの中に

ホームページデータをいっしょに焼き込んだりする

ミックスCDも可能。またCDラベルやCDジャケット

を制作できるジュエルケースレイアウトもそなえて

います。 ＊DynaBook PX250  K45/4WAモデルのみ

オリジナルカードを作ってみよう！

Adobe® PhotoDeluxe® 3.0 forファミリー＊

デジタルカメラの写真修正や加工はおまかせ

写真の修正や変形などが簡単に。数100種類もの高

品質なテンプレートから好きな画像を選んで、グリー

ティングカードやカレンダーなどを作ったり、ホーム

ページづくりに活用したりできます。

＊DynaBook PX250 K45/4WAモデルのみ

筆ぐるめ Ver.7
宛名書きからオリジナルカード作成が簡単に

イラストや写真、背景などが約2,000点、文例も500

点と、いろいろな場合で活用できます。

画像編集・加工ソフトで写真をアレンジ

デジタルカメラで撮った写真やオリジナル画像を、

Adobe®PhotoDeluxe®＊を使ってサイズ修正やトリミング

をおこないます。 ＊DynaBook PX250 K45/4WAモデルのみ

カード作成ソフトで楽しくデザイン

作った画像を筆ぐるめに貼り込んで、文章を入力します。

好みのイラストも入れられます。

オリジナル・カードのできあがり！
宛名書きも、住所録を活用してプリントアウト。いろいろな

カードを作って、友だちや仲間にどんどん送りましょう。

オリジナルCDをクールにつくれる。
CD-RW搭載モデル＊もラインナップ。
自分だけの音楽CDを創ったり、家族の写真を集めたデジタル・アルバムを創ったり。

CD-RWならクリエイティブ感覚をフルに発揮して、クールなCDがいろいろつくれます。

＊DynaBook PX250 K45/4WAモデル

＊DynaBook PX250 K45/4WAモデルのみ

K45/4WAモデル オープン価格※ K45/4CAモデル オープン価格※

12.1型TFT液晶搭載。Office 2000 Personalのほか、
多彩なソフトでつくれる、広がる。

14.1型TFT液晶搭載。Office 2000 Personalをはじめ、
充実のソフトを満載。CD-RWドライブ搭載タイプ新登場。

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-TOS-063）
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※

パソコンのセットアップがわからなくても大丈夫。ま

ず同梱の「すいすいセットアップビデオ」を見ること

から始めましょう。セットアップからインターネット

まで初めての人にもわかりやすく解説しています。

セッ
トアッ

プからイ
ンターネット接続まで、これならわかる！ PS/2

�

 マウス
も�

 つい
ていま

す。�

インターネット＆コミュニケーションも思いのまま。
思う存分使いこなせる。DynaBook PXシリーズ。
メールの確認がすぐできるメールボタンやメール着信ランプ、ワンタッチで接続できる

インターネットボタンや音楽CDが聴けるCD操作ボタンなど、使いやすい便利な機能が満載でますます楽しく。

デジタル・ワールドを100％感じる生活、DynaBook PXと。

C P U

DISPLAY

ソフトウェア�

ドライブ�

H D D

MEMORY

※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

K45/2CAモデル オープン価格※

3DNow!TMテクノロジ モバイルAMD-K6®-2-Pプロセッサ

450MHz
高輝度 14.1型TFTカラー液晶（XGA）

12GB

64MB（PC100対応、SDRAM・最大192MB）
読み出し最大20倍速

CD-RW
書き込み4倍速

読み出し最大24倍速
CD-ROM

3DNow!TMテクノロジ モバイルAMD-K6®-2-Pプロセッサ

450MHz
高輝度 12.1型TFTカラー液晶（SVGA）

6GB

64MB（PC100対応、SDRAM・最大192MB）

読み出し最大24倍速
CD-ROM

Microsoft®Office2000 PersonalMicrosoft®Office2000 Personal



LIVE MEDIA PLAYER
（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。プレイリスト機能でジャンル毎の音楽データ
管理や再生が簡単です。
＊MP3のエンコーダソフトはインストールしていません。

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。
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、簡単にメールに添付して送信することもできます。
＊音声入力には別途外部マイクが必要です。

てきぱき家計簿マム2Plus
便利なレシート入力など、簡単に家計
簿をつけることができます。スケジュ
ール管理や、我が家の将来のシミュレ
ーションもできます。

柿木将棋ⅢLight
初心者から上級者まで豊富な対局レベ
ルで楽しめます。

Mobile MotionTMViewer
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。

The 翻訳インターネット Ver4.0 
英語ホームページやE-Mailを日本語で読める翻訳ソフト。日本語
ホームページを英語に翻訳することもできます。

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。

Angel Line for Windows
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。

VirusScan for Windows® 98
ウィルス発見・駆除ソフト。

オンラインサインアップで世界へアクセス!
プロバイダ一覧から入会したいプロバイダを選
択し、接続開始。入会手続きが完了したら、イン
ターネットにアクセスできます。

電話回線に接続します。

内蔵モデムと電話回線をモジュラーケーブルで
接続します。

BizOffiがOPEN！
最新の情報をどこよりも早く。一日の始まりは〈ビズオフィー〉のチェックから。

http://bizoffi.toshiba.co.jp/

ボタンひとつでつながる「簡単インターネット」

〈簡単インターネット〉をダブルクリック

デスクトップにある〈簡単インターネット〉のア
イコンをダブルクリックします。

1
STEP

2
STEP

3
STEP

ワンタッチでメールチェック。Eメールがカンタンに楽しめる。

「メールボタン&メール着信ランプ」
本体の電源がOFFでも、「メールボタン」を押すとインタ

ーネットに自動接続、メールサーバーにアクセスして新着

メールの確認を行い、メールソフトが起動します。新着

メールがあるとメール着信ランプが点灯します。また

メッセージ表示や音での新着メール通知も設定できます。

＊Microsoft®Outlook®など、POP3に対応したメールソフトに対応しています。

ワンタッチでインターネットがカンタンに楽しめる。

「インターネットボタン」
本体の電源がOFFでも、「インターネットボタン」を押す

だけでインターネットに接続ができます。

パソコンの電源を入れなくても、音楽CDがカンタンに楽しめる。

「CD操作ボタン」
ディスプレイを閉じたままでも「CD操作ボタン」を押す

だけでCDプレーヤが起動。もちろん再生・曲送り・曲

戻しボタンも装備しています。

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

停止/取出し�

アプリケーションモード�

音楽CDモード�

機能切り替えスイッチ�

電源ランプ�

メール着信ランプ�

インターネットボタン�

メールボタン�

再生/一時停止� 曲送り� ボリュームボタン�曲戻し�

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL
TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINALその他の選べるプロバイダ
●People ●@niftyでインターネット

●So-netサインアップ　　●OCNサインアップ

●DION簡単設定ツール　　●BIGLOBEサインアップナビ

●ODNダイアルアップスタータキット

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。

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

14.1型＊1／12.1型TFTカラー液晶らくらくワンタッチのボタン操作

パソコンを使いやすくするソフト

Office 2000 Personalをプレインストール

CD-RW＊／CD-ROMドライブ

14.1型TFTは17型CRTディスプレイに相当する大画面。1,024X768ドットの高精細で、一度に多くの情

報量を表示できます。12.1型TFTは800×600ドットを表示。映像・画像も美しく描画するフルカラー(1,677

万色＊2）表示です。また、一つのデスクトップ画面を2台のディスプレイでワイドに映し出すデュアルスクリー

ン機能にも対応しています。 ＊1 DynaBook PX250 ＊2 1,677万色はディザリング表示です。

CD-ROM搭載モデルのほか、CD-RW搭載モデルもラインアップ。

CD-RWなら、音楽CDから好きな曲だけを取りだしたり、曲順を変

えてオリジナルCDを作ったり、PhotoDeluxeで加工したファミリ

ー写真や旅行写真などを集めて写真アルバムCDを作ったりすること

ができます。 ＊DynaBook PX250 K45/4WAモデルのみ。

● ヘッドホン出力端子／マイク入力端子PS/2コネクタ ●スピーカ ●スピーカ ●

● セキュリティロックスロット ● PCカードスロット フロッピーディスクスロット ●

右側面部左側面部

● RGBコネクタパラレルコネクタ ●

● モデム 電源コネクタ ●● シリアルコネクタ

背面部

赤外線ポート ●

● USBコネクタ

Microsoft®Word 2000
Web 文書も優しく作れる日本語ワードプロセッサ

通常の文書とインターネット文書の統合を強化し、

HTMLを気にすることなく電子メールを作成でき

ます。テーマ、フレーム、図など作成ツールも豊富

に使えます。

Microsoft® Excel 2000
使いやすい機能が豊富な表計算・グラフ作成ソフト

HTMLをExcelの標準ファイル形式と同じように

扱うことができ、高品質なWebドキュメントを簡

単に作成できます。新しいグラフの種類の追加や

書式設定が強化されました。

Microsoft® Outlook® 2000
電子メールや情報管理がさらに使いやすく

電子メールや予定表、連絡先などを1つの画面で

すばやく確認できます。電子メールは複数のアカ

ウント管理や、HTML形式でのメール送受信をサ

ポートしています。

Microsoft® Shogakukan
Bookshelf® Basic Ver.2.0
素早く検索できるマルチメディア総合辞典

小学館の国語大辞典、プログレッシブ英和・和英

中辞典を1枚のCDに収録しています。文書中の単

語から直接各辞典を検索し、読み方や意味などの

参照が可能です。

インターネットへ簡単アクセス

機能満載「タッチパッド」
タッチパッドの上で一回たたくと「クリック」、

2回たたくと「ダブルクリック」、2回たたいて

指を離さないと「ドラッグ＆ドロップ」が可能

です。また、左右のコーナーをクリックした時

の動作の割りあてや、右端・下端をなぞった時

のスクロール機能、ウィンドウを開いた時にポ

インタが指定位置に自動的に移動する機能な

どを設定すれば、便利に使えます。

AOL Ver.5.0
1ヶ月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
150時間無料！＊1ヶ月毎の無料接続は50時間までとなります。


