
DynaBook SS 3330V

機種名/型番 C33/1A8モデル C33/1A5モデル C33/1A4モデル

PP333C331A86 PP333C331A56 PP333C331A46

プロセッサ モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ333MHz

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／128MB(SDRAM)

メモリ専用スロット 1スロット

内部ディスプレイ 11.3型FLサイドライト付きTFTカラー液晶 (※1)、800×600ドット：1,677万色 (※2)

外部ディスプレイ(オプション) (※3) 最大1,280×1,024ドット：256色

表示機能
内部ディスプレイと同時表示(※4) 最大800×600ドット：1,677万色 (※2)、走査周波数：垂直60Hz

ビデオRAM 2.5MB

グラフィックアクセラレータ NeoMagic MagicMedia 256AV (NM2200) (PCIバス接続)

解像度：表示色数 1,280×1,024ドット：256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
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：18mm、キーストローク：2mm

ポインティングデバイス アキュポイント標準装備 (※5)

補助記憶
ハードディスク (※6) 6.4GB（Ultra DMA対応）

装置
ソフトウェア占有量 約1.1GB 約710MB 約1.1GB

フロッピーディスク 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)

PCカードスロット TYPEⅡ×2スロットもしくはTYPEⅢ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)(※7)

ネットワーク/ モデム データ:最大56Kbps(V.90、K56flex対応、ボイスレス)､FAX:14.4Kbps(※8）

通信機能 LAN ー 100Base-TX/10Base-T（PCカード添付）(※9）

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)、モノラルマイク、スピーカ内蔵、全二重対応

・USBコネクタ×1(※10) ・I/Oアダプタコネクタ×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠、最大4Mbps/115Kbps)×1

インタフェース ・FDDコネクタ×1 ・大容量バッテリコネクタ×1 ・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（RJ-11）×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（※11）、スタンバイ／メモリサスペンド機能、自動電源投入(タイマ呼出)

バッテリ(※12) リチウムイオン（バッテリパック）

駆動時間 約2時間、大容量バッテリ接続時：約10時間（※13）(省電力制御あり)
電源

充電時間
約2時間、大容量バッテリ接続時：約4時間（※14）(電源OFF時)／

約2～4時間、大容量バッテリ接続時：4～12時間（※14）(電源ON時）

ACアダプタ (※15) 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 約1.8W(スタンバイ/メモリサスペンド状態、バッテリ充電なし)

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) 262mm(幅)×214mm(奥行)×19.8mm(最薄部)/26mm(高さ)

質量 約1.34kg(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、バッテリパック(本体装着済)、フロッピーディスクドライブ、マニュアル、

モジュラーケーブル、保証書、リカバリCD、アキュポイントキャップ(予備)、他

プレインストールOS Microsoft® Windows®98 Second Edition Microsoft® Windows®95
Microsoft® WindowsNT®

Workstation4.0 Service Pack5

■ 型番・ハードウェア仕様

シリアル
1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)､

インタ
非同期(115,200bps(ハードウェア仕様))､16550A互換

パラレル 1チャンネル（セントロニクス 25ピンD-sub､ECP対応) 
フェース

RGB 1チャンネル(15ピンD-sub､3段)

PS/2 1チャンネル(6ピンミニDIN) 注1)

外形寸法 195㎜(幅)×54㎜(奥行)×26㎜(高さ)

質量 約235ｇ

注1) 外部キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを使用可能です。

インタ RGB 1チャンネル(15ピンD-sub､3段)
フェース PS/2 1チャンネル(6ピンミニDIN) 注1)

外形寸法 約115㎜(幅)×50㎜(奥行)×20㎜(高さ)

質量 約50ｇ

注1) 外部キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを使用可能です。

■フロッピーディスクドライブ（標準装備）
専用コネクタで接続可能な外付け3モード
（1.44MB/1.2MB/720KB）
フロッピーディスクドライブ。

■24倍速CD-ROMドライブ（オプション）
最大24倍速の高速転送が可能な、薄型軽量の
CD-ROMドライブ。リカバリCDのブート機能に
も対応しています。

■大容量バッテリ（オプション）
標準バッテリの約4倍の機動力が可能。標準バッテリとあわせて、スリムパソコ
ンでは画期的な最大約10時間のバッテリ駆動を実現。

＊オプションの大容量バッテリパック（PA2458UJ）も使用できますが、約2.8時間のバッテリ駆動になります。

■ I/Oアダプタ（オプション）
プリンタ、RS-232C、外部ディスプレイやPS/2
（キーボードまたはマウス）の各インタフェースをそ
なえたI/Oアダプタ。周辺機器のケーブルをI/Oア
ダプタに装着したまま、簡単に着脱可能。

■ミニI/Oアダプタ（オプション）
PS/2マウス（またはキーボード）をつなげば、入
力作業の効率アップ。外部ディスプレイをつなげ
て、突然のプレゼンテーションにも対応。
ミニサイズだから携帯に便利です。

コーディネートされたデザインを楽しめる周辺機器

＊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。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。

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）

※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. 640×480ドット時
は、画面中央に小さく表示されます。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。※3. 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。※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. 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、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)。WindowsNT®モデルはCドライブ(2GB)がFAT16で設定されており、残り
は未設定です。※7. WindowsNT®モデルで付属のPCLANカード装着時は1スロット使用します。※8. 内蔵モデムは日本・アメリカ合衆国・カナダ専用です。その他の地域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。※9.スリーコムジャパン株式会社製3CCFE575CTを標準添付。スリーコムジャパン株式会社が販売している
3CCFE575CTとハードウェアは同じですが、同パッケージに付属している取扱説明書などの付属品は本体に添付していません。保守はスリーコムジャパン株式会社になります。※10. 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。また、WindowsNT®Workstation4.0ではサポートされません。※11. WindowsNT®Workstation4.0ではサポートされません。※12. 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、使用環境によって異なります。※13. 大容量バッテリ接続時の駆動時間は、大容量バッテリと標準バッテリを合わせた駆動時間です。※14. 大容量バッテリ充電時間は、大容量バッテ
リのみの充電時間です。※15. 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。

●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。●IntelliSyncは､Puma Technologyの登録商標です。●Intel Insideのロゴ、Pentium、Celeron及び
LANDeskは､Intel Corporationの登録商標または商標です。●Microsoft､Windows､WindowsNT､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。●PS/2、XGAは､米国IBM Corp.の登録商標です。●Adobe、Acrobat ReaderはAdobe System Incorporatedの商標です
●CardWizardは、米国SystemSoft Corporation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®95、Microsoft®Windows®98もしくはMicrosoft®WindowsNT®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。■スリーコム製3CCFE575CTに関するお問い合せ先は、付属品に記載の「3Com アダプタサポートセンター」になります。■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。■時計機能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。

注1) バッテリパックは消耗品です。注2) ACアダプタは付属しておりません。バッテリの充電に
は、パソコン本体付属のACアダプタが必要です。注3) Windows®98に対応しています。注4) I/Oア
ダプタまたはミニI/Oアダプタ使用時、キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを接続可能です。

■ オプション
製　品　名 型　番 標準価格(税別)

増設メモリ64MB(タイプQ) PA2066UJ 80,000円

バッテリパック ［約170g］注1) PA2461UJ 15,000円

大容量バッテリ ［ 約1kg ］注1) PA2462UJ 50,000円

大容量バッテリパック ［約300g］注1) PA2458UJ 25,000円

バッテリチャージャ PA2513UJ 25,000円

バッテリチャージャ 注2) PACHG001 15,000円

24倍速CD-ROMドライブ PA2673UJ 39,800円

I/Oアダプタ PA2727UJ 12,000円

ミニI/Oアダプタ PA2729U1 8,000円

RS-232Cケーブル PWS5452A 7,500円

USBデジタル携帯通信アダプタ 注3) IPC5022A 17,800円

バリューマウス(PS/2) 注4) MUSPS20A 8,000円

マウス(USB) 注3) PA2951UJ 8,000円

106キー キーボード 注4) 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

CD-R/RWドライブ 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

■ ソフトウェア

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)OSのセットアップ終了後、選択が可能です。注3) パラレルを使用しての通信を行うこと
はできません。注4) 東芝音声システムの「きこえるメール」の留守電機能は、本体内蔵モデムがボイス機能をサポートしていないため使用できません。また、メール読み上げ機能を使用するには、MAPI対
応のメールソフトが必要です。

○…プレインストール、●…CD-ROM添付のみ 注1) 98 95 NT

Microsoft®Windows®98 SecondEdition ○ － －

ＯＳ Microsoft®Windows®95 － ○ －

Microsoft®WindowsNT® Workstation 4.0 ServicePack5 － － ○

Microsoft®Internet Explorer5.0 ○ － －

ブラウザ Microsoft®Internet Explorer4.01 － ○ 注2) ○

Microsoft®Internet Explorer3.02 － ○ 注2) －

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 ○ ○ －

AOL Ver4.0 ○ ○ －

People ○ ○ －

インターネット/通信
プロバイダ

BIGLOBEサインアップナビ ○ ○ －
サインアップ

いきなりインターネット ○ ○ －

So-netサインアップ ○ ○ －

OCNサインアップ ○ ○ －

DION簡単設定ツール ○ ○ －

接続ナビゲーション 簡単インターネット ○ － －

FAX Ring Central ○ ○ －

電話番号検索 Angel Line for Windows ○ ○ －

Intellisync for Windows®95/98 ○ ○ －

赤外線通信 Intellisync for WindowsNT® － － ●注3)

東芝Ir Ether ○ ○ ●

○…プレインストール、●…CD-ROM添付のみ 注1) 98 95 NT

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 ○ ○ －

運用管理ソフト LANDesk®Client Manager Ver3.3J － － ●

東芝音声システム Ver5.0 注4) ○ ○ －

マルチメディア
Mobile MotionTMViewer ○ ○ －

JOYPLUSTM ○ － －

LIVE MEDIA VOICE/PLAYER ○ － －

携帯電話メモリ管理ソフト モバイルエディター ○ － －

USB/PCカードアプリ起動 プラグエイド ○ ○ －

ファイル暗号化ソフト ARCACLAVIS CIPHER Personal ○ ○ ●

VirusScan for Windows®95/98 ○ ○ －

VirusScan for WindowsNT® － － ●

マウスウェア ○ ○ －

Adobe®Acrobat® Reader 4.0J ○ ○ ●

その他ユーティリティ CardWizardTM for WindowsNT® － － ○

省電力設定ユーティリティ ○ ○ ○

東芝ユーティリティ(H/Wセットアップ他） ○ ○ ○

内蔵モデム国選択ユーティリティ ○ ○ ○

東芝PCお客様登録 ○ ○ －

オンラインマニュアル ○ ○ ○

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。

■ DynaBookSS 3330V C33/1A8モデル（型番：PP333C331A86） オープン価格※

■ DynaBookSS 3330V C33/1A5モデル（型番：PP333C331A56） オープン価格※

■ DynaBookSS 3330V C33/1A4モデル（型番：PP333C331A46） 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。

SP477©9910180( 1 )DNP

1999年 10月現在
B5スリムパソコン



選べる3つのOSタイプ
Windows®98とWindows®95、そしてビジネスユーザーの方にご要望の高いWindowsNT®Workstation 4.0の3タイプのOSモデルをラインアップ。

使用環境にあわせてお選びください。

Windows®2000Professionalへも安心、東芝ＰＣ
Windows®2000Professionalは、WindowsNT® 4.0がもつ高い信頼性や高度なセキュリティとWindows®98の

優れた操作性を融合し、企業に必要な運用性や拡張性を強化した次世代OSです。Microsoft®WindowsNT®

Workstation4.0のプレインストールモデルは、『Windows®2000 Ready PCs』に適合*しています。

またマイクロソフト社との技術提携により、Windows® 2000Professionalを最大限に活用できる製品の開発をおこなっており、

Windows®2000Professionalへの移行もスムーズにおこなえます。
＊WindowsNT®モデルのみ

高機能・高性能・大容量化など東芝の先進テクノロジーを満載。
Windows®2000Professionalへの移行も安心＆スムーズです。

1989年、世界で初めてのノートパソコンとして誕生したDynaBookは、今年で10周年を迎えます。

最先端のノートパソコンとして時代をリードし続けているその信頼と技術は、おかげさまで

５年連続ノートパソコン世界シェアNo.1※の実績を頂きました。

そして、DynaBook SS 3000シリーズは、

米国PC Computing誌選定「’98プロダクト・オブ・ザ・イヤー」受賞をはじめ、国内外から数々の栄誉ある賞を受賞。

世界中で愛されて。DynaBook SSはこれからも時代を切り拓いていきます。

5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パソコン四半期出荷統計/1994-1998暦年

出荷実績（GG99-TOS-043）
東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。

いつまでもご愛用いただけるよう、CPUやハードディスクの交換など、さまざまなグレードアップに対応し
ています。常に最新の性能にグレードアップすることができますから、先 ま々で安心してお使いいただけ
ます。’95年10月以降に発売したノートパソコン及び今後発表するモデル全てが、グレードアップの対象
です。これも世界シェアNo.1※の東芝ならではの、充実したサービス・サポートです。

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。 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

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）

★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。

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

お問い合わせ先 東芝PCグレードアップセンタ

ハードウェア オリジナルPCサービス

ピックアップサービス

キーボード交換サービス

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

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（043-
270-1358）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。etc.

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
●ネーミングサービス etc.

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/

★東芝PC集中修理センタ

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）

フリーダイヤル

●カラーリングサービス

パールホワイト▲

＜例＞

▲メタリックピーチ

●TOSHIBA Information●

11.3型TFTカラー液晶
コントラストが高く鮮明なSVGA対応11.3型TFTカラー液

晶ディスプレイを搭載しています。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＊を装備。外部ディスプレイでプレゼンテーショ

ンをしながら、本体画面で議事録をメモしてゆくなど、効率

的な使い方ができます。＊Windows® 98モデルのみの機能です。

最大10時間バッテリ駆動
標準バッテリ使用時で最大約2時間、大容量バッテリ（オプション）使用

時では最大約10時間のバッテリ駆動が可能。また東芝とマイクロソフ

ト社、インテル社が策定した省電力機能ACPI＊を採用。自社開発の

BIOS技術によりACPIの能力を最大限に引き出し、バッテリの残量に

よって、モニタやハードディスクの電源を切ったり、音とメッセージでお

知らせするなどのきめ細かい電源設定ができます。
＊Windows®98モデルのみの対応です。

18mmキーピッチ/アキュポイント
B5クラス最大のキーピッチ

18mmキーボードと、手を移

動させずに正確なポインティ

ング操作を可能にしたアキュ

ポイントで、モバイルでも効

率的な入力がおこなえます。

世界最薄＊ニューカラーボディ

19.8mm  / 約1.34kg
携帯しやすく､ウェーブラインが美しいボディにニューカラー

を採用。モバイルでの耐久性を重視し、外装面にマグネシ

ウム合金を使用するなど､細部に至るまでの徹底した薄型

化軽量化をはかり､薄さ19.8mm（最薄部）、軽さ約1.34㎏

を実現しました。＊'99年10月現在。B5クラスのWindows® 98搭載PCとして最薄（突起部分を除く）

2基のPCカードスロット
本体左側にCardBus対応のPCカードスロット（TYPE Ⅱ）を2基装

備、TYPE Ⅲのカードも1枚使用できます。

■4Mbps/115Kbpsで高速にデータ転送できる
赤外線通信機能FIR (IrDA1.1)搭載

■すぐれた拡張性を発揮する最新バスUSBを装備＊

＊Windows®98/95モデルのみの機能です。

■万一のバッテリ切れにも安心、ハイバネーション機能＊

＊Windows®98/95モデルのみの機能です。

■中断・復活が瞬時に可能､スタンバイ/メモリサスペンド機能

■パスワードでデータ保護､インスタントセキュリティ

■パワーオン/オフの誤操作を防ぐ電源スイッチロック

日・米・カナダ対応56Kbps FAXモデム内蔵
日本とアメリカ合衆国・カナダに対応したデ

ータ56Kbps/FAX 14.4Kbpsの高速FAX

モデムを内蔵。海外から、インターネットやE-

mail、日本国内のイントラネットへの接続、FAX

送受信などができます。
※別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

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。（Windows®98搭載モデルのみ。）

◆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。

◆AOL Ver 4.0
●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

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サインアップナビ ●OCNサインアップナビ
●DION簡単設定ツール

モバイルIntel®CeleronTM333MHzプロセッサ
モバイルIntel®CeleronTM 333MHzプロセッサを搭載。128KBの2次キャッシュメモリを

CPUに内蔵し、アプリケーションのすばやい起動やマルチメディアデータ処理の高速化を実現

します。メインメモリはSDRAMを標準で64MB搭載、最大

128MBまで拡張可能です。

大容量6.4GBハードディスク
データ入出力時のCPU負荷を低減し、データ転送速度を

向上するUltra DMAに対応した6.4GBハードディスクを

搭載しました。
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キーピッチ18mm

モバイルエディター
携帯電話に登録してある電話番号を編集・管理するソフトです。文字
も、キーボードで簡単に入力できます。
＊オプションのUSB携帯電話ケーブルが必要です。＊Windows® 98モデルのみ。

JOYPLUSTM

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。
＊Windows® 98モデルのみ。

東芝音声システムVer5.0  
音声入力やメールを読み上げる「きこえるメール」をはじめ、テキ
スト読み上げ、音声認識などができます。
＊読み上げ機能を使用するにはMAPI対応のメールソフトが必要です。
＊Windows®98/95モデルのみ。

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。＊WindowsNT®モデルには搭載されていません。

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。
＊内蔵モデムのボイス機能を使った機能は利用できません。
＊WindowsNT®モデルには搭載されていません。

VirusScan for Windows®95/ 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。
＊WindowsNT®モデルにはVirusScan for WindowsNT®が添付されています。

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。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。
＊『PC STARS』から電子カタログ（PDF形式）を取り出す事ができます。

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。
＊WindowsNT®モデルには搭載されていません。

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。＊WindowsNT®モデルには搭載されていません。

東芝PCお客様登録
デスクトップ上のアイコンからお客様登録をすると、専用ホームペ
ージの閲覧ができます。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。＊WindowsNT®モデルには搭載されていません。

オンラインマニュアル
わかりやすいHTML形式のマニュアルです。いつでも必要なとき
に参照できて便利です。

モバイルシンクロ
ケーブル接続等で、外出先などで作成したデータを指定したファイ
ルやフォルダへ自動転送。２台のパソコン間で情報が常に最新の状
態更新できます。＊WindowsNT®モデルには搭載されていません。

東芝Ir Ether
赤外線ポートでTCP/IPプロトコルを使用し、パソコン間でファイル
やプリンタの共有が手軽です。FIR（4Mbps）での高速で安定した
データ転送ができます。

一発チェンジャ
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。
＊Windows®98モデルのみ。

LIVE MEDIA  VOICE / PLAYER  
本体内蔵マイクで音声やサウンドをデジタル録音でき、メールで簡
単に送信できます。標準録音と高音質録音の2つのモードを録音
時間に応じて使い分けることができます。またハードディスクに保
存したWAVEデータやMP3データを再生でき、CDを持ち歩くこ
となく音楽を手軽に楽しむことができます。
＊MP3のエンコーダソフトはインストールしていません。
＊Windows®98モデルのみ。

Mobile MotionTMViewer
東芝が開発している最新の映像ストリーム技術。インターネットか
らダウンロードしながら、ビデオ映像を楽しむことができます。
＊WindowsNT®モデルには搭載されていません。

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を知り尽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。

環境に配慮した製品づくり
ハロゲン／アンチモンフリー材を使用した環境調和型のプリント基板を採用。

焼却時に有害なガスの発生を抑制し、環境の悪化を防ぎます。

東芝は、このほかにも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。 ＊Windows®98モデルのみ。

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＊。 ＊Windows®98/95モデルのみ。

Windows®2000Professional無償アップグレード
WindowsNT®モデルのWindows® 2000Professionalへの無償アップグレードサービスを実施いたします。
※詳細は商品同梱の申込書をご覧ください。
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