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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 3480  DS60P/1N2Lモデル（型番：PA-DS60P1N2L）オープン価格※

■ DynaBook SS 3480  DS60P/1N8Lモデル（型番：PA-DS60P1N8L）オープン価格※

■ DynaBook SS 3480  DS60P/1N5Lモデル（型番：PA-DS60P1N5L）オープン価格※

■ DynaBook SS 3430  DS50C/1N2Lモデル（型番：PA-DS50C1N2L）オープン価格※

■ DynaBook SS 3430  DS50C/1N8Lモデル（型番：PA-DS50C1N8L）オープン価格※

■ DynaBook SS 3430  DS50C/1N5Lモデル（型番：PA-DS50C1N5L）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。

3 4 8 0

CL-008©0006( 1 )TD

シリアル 1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)､
非同期(115,200bps(ハードウェア仕様))､16550A互換

インタ 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) 
RGB 1チャンネル(15ピンミニD-sub､3段)

フェース PS/2 1チャンネル(6ピンミニDIN) 注1)
USB 1チャンネル　注2)
AC電源 1チャンネル

外形寸法 185㎜(幅)×51㎜(奥行)×24㎜(高さ)
質量 約250ｇ

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。注2) 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。

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（オプション）
USB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。

※WindowsNT®4.0の修復ディスク機能には対応していません。また
WindowsNT®4.0の起動ディスクは使用できません。

■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3倍の機動力が可能。標準バッテリとあわ
せて、最大約7.3時間の余裕のバッテリ駆動を実現。（約1kg）
バッテリチャ－ジャ（PACHG001）で直接充電が可能。

■大容量バッテリパック（オプション）
約3時間のバッテリ駆動。（約300g）

■ I/Oアダプタ（オプション）

セレクタブルベイ 24倍速CD-ROMドライブ標準装備

シリアル
1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)､
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) 
RGB 1チャンネル(15ピンミニD-sub､3段)

インタ
PS/2 1チャンネル(6ピンミニDIN) 注2)

フェース
USB 1チャンネル　注3)
AC電源 1チャンネル
Line-out 1チャンネル（3.5mmΦステレオミニジャック）
LAN 100Base-TX/10Base-T対応（RJ-45）×1 注4)
PCカードスロット TYPEⅡ×1スロット（CardBus専用）

外形寸法 165㎜(幅)×200㎜(奥行)×30㎜(高さ)
質量 約910ｇ（CD-ROMドライブ装着時）

■マルチメディアポートリプリケータ注1）（オプション）

■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

製　品　名 型　番 標準価格(税別)
増設メモリ64MB(タイプU) PAME064U 80,000円
増設メモリ128MB(タイプU) PAME128U 160,000円
バッテリパック 注1) PABAS002 15,000円
大容量バッテリパック 注1) PABAL001 25,000円
大容量バッテリ 注1) PA2462UJ 50,000円
バッテリチャージャ 注2) PACHG001 15,000円
ACアダプタ PAACA002 10,000円
マルチメディア ポートリプリケータ PADOC001 49,800円
24倍速CD-ROMドライブ PA2673UJ 39,800円
フロッピーディスクドライブ（USB) PA2680UJ 15,000円
I/Oアダプタ PAADP001 12,000円
ミニI/Oアダプタ PAADP002 8,000円
CD-R/RWドライブ 注3) IPC5025A 75,800円
ＲＳ-232Ｃケーブル 注4） PWS5452A 7,500円
EZ-Linkケーブル 注5） PA2950UJ 18,000円
USBデジタル携帯通信アダプタ 注5） IPC5022A 17,800円
バリューマウス（ＰＳ/2） 注6）注7） MUSPS20A 8,000円
マウス（USB） 注5） PA2951UJ 8,000円
106キー　キーボード 注6）注7） KB106KEY 20,000円
テンキーパッド 注4） J31TP002 19,800円
プリンタ接続ケーブル 注4） 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。注2) ACアダプタは付属しておりません。パソコン本体付属のACアダプタがご利用でき
ます。バッテリを充電しながらパソコン本体に電源を供給する機能には対応していません。注3) PCカ－ド接続。注4) マルチ
メディア ポートリプリケータ、I/Oアダプタが必要です。注5)Windows®98のみの対応です。注6) マルチメディア ポートリプリ
ケータ、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。注7) マルチ
メディア ポートリプリケータ、I/OアダプタまたはミニI/Oアダプタが必要です。

■ オプション

製　品　名 型　番 標準価格(税別)
20GBハードディスクドライブキットⅡ 注) PAHDD20A 74,800円
セレクタブルベイハードディスクアダプタⅡ PAHDA001 6,000円

■マルチメディアポートリプリケータ対応オプション

●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。●Intel、Intel Insideのロゴ、SpeedStep、Celeron、LANDesk、Pentiumは､Intel Corporationの登録商標または商標です。
●Microsoft､Windows､､Windowsロゴ、WindowsNT、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。●
PS/2、XGA、Wake on LAN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。●Intellisyncは､Puma Technologyの登録商標です。■
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
もしくはMicrosoft®Windows®98、Microsoft®WindowsNT®Workstation4.0、Microsoft®Windows®2000 Professional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著しく狂うことがあります。■本カタログに表記されている数値及び表現は2000年6月現在のものです。

■ ソフトウェア

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

Microsoft®Windows®98 SecondEdition ○ － － ー

ＯＳ
Microsoft®Windows®95 － ○ － ー
Microsoft®Windows®2000 － － － ○ 注2)
Microsoft®WindowsNT®Workstation4.0 Service Pack6a － － ○ 注2) －
Microsoft®IME98 ○ ー ー ー

かな漢字変換 Microsoft®IME97 ー ○ ○ ー
Microsoft®IME2000 － － － ○
Microsoft®Internet Explorer5 ○ ○ 注3) ○ ○

インターネット/ ブラウザ Microsoft®Internet Explorer4.01 － ○ 注3) － ー
通信 メール Microsoft® Outlook® Express ○ ○ ○ ○

プロバイダサインアップ いきなりインターネット ○ ○ － －

赤外線通信
Intellisync for Windows® ○ ○ ●注4) －
東芝Ir Ether ○ ○ ● ●

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
通信環境切替 一発チェンジャ ○ － － ー
運用管理ソフト LANDesk®Client Manager Ver6.0 ● ● ● ●
USB/PCカードアプリ起動ユーティリティ プラグエイド ○ ○ － ー

VirusScan for Windows® ○ ○ ● ●
Card WizardTM  for WindwsNT® ー ー ○ ー
マウスウェア ○ ○ ○ ○

その他
Adobe®Acrobat® Reader 4.0J ○ ○ ● ●
省電力設定ユーティリティ　注5） ○ ○ ○ ○
PC診断ツール ○ ○ ● ●
東芝お客様登録 ○ ○ ー ー
オンラインマニュアル ○ ○ ○ ○

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) 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のセットアップ終了後、選択可能です。注4）
パラレルを使用しての通信を行うことはできま
せん。注5) [コントロールパネル]の[省電力]で
設定ができます。

■ 型番・ハードウェア仕様

※1  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。※2  Windows® 95モデルはSIMD機能命令は使用できません。プロセッサ・シリアルナンバ－は出荷時ではオフで設定し
ています。（システムセットアップで切替が可能です）※3 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。予めご了承
ください。※4 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。※5 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。※6 800 x 600ドット、640×480ドット時は、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。※7 アキュポイントキャ
ップは消耗品です。※8 ハードディスクは、Windows98及びWindows95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®2000Professional/ WindowsNT®モデル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。※ 9  WindowsNT®からのブートには対応していません。※ 10  3D効果を出す為には外付けステレオスピーが必要です。※11  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®ではサポートされません。※12  オプションのマルチメディア ポートリプリケータ、I/Oアダプタ、ミニI/Oアダプタ、接続時は各オプションのRGBコネクタをご使用下さい。※13
WindowsNT Workstation4ではサポートされません。※14 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。※15 大容量バッテリ持続時の駆動時間は、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。※16 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。※17 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。※18 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。

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）

＊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。

インタ RGB 1チャンネル(15ピンミニ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124㎜(幅)×52㎜(奥行)×20㎜(高さ)
質量 約55ｇ

注1) ACアダプタが必要です。注2) 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。注3) 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。注4) Windows®95/98、Windows®2000を選択した場合のみ可能。

★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）

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/

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。

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。

機種名 DynaBook SS 3480 DynaBook SS 3430
Windows®98 Second Edition DS60P/1N8Lモデル　PA-DS60P1N8L DS50C/1N8Lモデル　PA-DS50C1N8L

モデル/型番
Windows®95 DS60P/1N5Lモデル　PA-DS60P1N5L DS50C/1N5Lモデル　PA-DS50C1N5L
Windows®2000Professional/

DS60P/1N2Lモデル　PA-DS60P1N2L DS50C/1N2Lモデル　PA-DS50C1N2LWindowsNT®Workstation4.0 Service Pack6a (※1)

プロセッサ
Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応低電圧版モバイルPentium®IIIプロセッサ600MHz (※2)

低電圧版モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ500MHzACアダプタ接続時：600MHz/バッテリ駆動時：500MHz相当
キャッシュメモリ 32KB(１次キャッシュ、CPUに内蔵)､256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵) 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)、Plug and Play1.0a、APM1.2、ACPI 1.0b

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 11.3型FLサイドライト付き低温ポリシリコンTFT液晶 (※3)、1,024×768ドット：1,677万色
外部ディスプレイ(オプション) (※4) 最大1,600×1,200ドット：65,536色

表示機能
内部ディスプレイと同時表示(※5) 最大1,024×768ドット：1,677万色 、走査周波数：垂直60Hz

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、1,024×768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 (※6)

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Ⅱ（スクロールボタン付き）(※7）
ハードディスク (※8) 12GB（Ultra ATA） 6GB（Ultra ATA）

約920MB（Windows®98）

ソフトウェア占有量
約680MB（Windows®95）

補助記憶 約1.4GB（Windows® 2000）
装置 約880MB（WindowsNT®）

フロッピーディスク（USB接続） 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1(オプション）(※9）
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)
ネットワーク機能 100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）
サウンド機能 AC97準拠サウンドシステム、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(※10）

・USBコネクタ×1(※11） ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠、最大4Mbps/115Kbps)×1
・RGBコネクタ（15ピンミニD-sub 3段）×1(※12） ・マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1

インタフェース ・拡張コネクタ×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1
・LAN（RJ-45）×1 ・大容量バッテリコネクタ×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（※13）、スタンバイ／サスペンド機能、自動電源投入(タイマ呼出)

バッテリ(※14) リチウムイオン（バッテリパック）
駆動時間(※15) 約1.7時間、大容量バッテリ接続時：約7.3時間(省電力制御あり)

電源 充電時間(※16) 標準バッテリ：約2時間、大容量バッテリ接続時：約4時間 (電源OFF時）/標準バッテリ：約2～4時間、大容量バッテリ接続時：約4～12時間 (電源ON時）
ACアダプタ(※17) AC100V～240V、50/60Hz

消費電力
最大45W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※18) S区分0.0015 S区分0.0018
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 小型ACアダプタ、AC電源ケーブル、バッテリパック（本体装着済）、マニュアル、保証書、リカバリCD、アキュポイントキャップ(予備) 他

注) セレクタブルベイに装着してセカンドハードディスクとして使用する場合は、セレクタブルベイハードディス
クアダプタⅡ（PAHDA001）が必要です。



便利なユーティリティを装備

世界最薄＊19.8mm  / 約1.34kg
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したスリ
ムなボディ。徹底した薄型化・軽量化で薄さ19.8㎜（最薄部）、軽さ約1.34
㎏を実現しています。 ＊2000年6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）。

7.3時間（最大）の機動力／充実の省電力
標準バッテリ使用時で最大約1.7時間、大容量バッテリ（オプション）使用
時では最大約7.3時間のバッテリ駆動が可能です。自社開発のBIOS技
術により、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
＊1の能力を最大限に引き出します。Windows®2000 /WindowsNT®デュ
アルインストールモデルにおいても独自の省電力設定ユーティリティでき
め細かい設定が可能なほか、PCカードのPlug and Play＊2やサスペンド
機能にも対応しています。
＊1:Windows®98搭載モデルもしくはWindows®2000を選択した場合のみ。
＊2:カードによっては対応しないものがあります。

大容量12GB＊1 / 6GB＊2ハードディスク
12GB＊1/6GB＊2のハードディスクを搭載しています。インターネットやマルチメディアビ
ジネスソフトの大容量にも対応できます。 ＊1：DynaBook SS 3480 ＊2：DynaBook SS 3430

低温ポリシリコン液晶ディスプレイ採用、

XGA対応11.3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・高精細を実現し
ました。映像や文字をより鮮明に映し出します。マルチモニタ機能＊に対応し、
プレゼンテーションなどで効率的な使い方ができます。＊Windows®98搭載モデルのみ。

さらに大きなビジネスへの即応力。
高性能とスリムな機動性のDynaBook SSシリーズ。

選べる4つのOS、Windows® 2000 Professional
デュアルインストールモデルがラインナップ
Windows® 98 Second Edition、Windows® 95。そしてWindows® 2000 Professionalと
Windows NT®Workstation 4.0のデュアルインストールモデルの4タイプのOSをラインナップ。
幅広い機種構成から用途に合わせてお選びいただけます。

強力なセキュリティ管理
■暗号化ユーティリティを装備
ＤＥＳ方式/カオス方式の２つの暗号方式から選択できる暗号化/復号化ソフト「ＷｉｎＳａｆｅＬｉｔｅ」
を装備し、大切な情報の管理にきめ細かなセキュリティ・マネジメントが行えます。あらかじめ設定し
ておいた重要なファイルやフォルダをWindows®終了・起動時は自動的に暗号化/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随時暗号化や復号化することができます。
また部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能により、メールの添付ファイルやフロ
ッピーディスクを安全に交換することができます。

■本体の盗難防止
本体へのセキュリティロックスロットのほか、BIOS制御による「パワーオンパスワード」、「スーパーバイザパ
スワード」の設定が可能、パスワードを入力しなければ起動できないセキュリティ機能を装備しています。

社内ネットワークに高速アクセス
100Base-TX対応LANインタフェースを内蔵
最大100Mbpsの高速データ送受信がおこなえる100Base-TX/10Base-T対応のLAN機能を装
備。導入後すぐに社内ネットワークやイントラネットへ接続が可能、業務をスムーズに開始できます。

TCOの効率的管理
■ Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.0標準添付（CD-ROM）

インターネット/イントラネット、ダイヤルアップ接続など、ネットワーク上のすべてのコン
ピュータを柔軟に管理でき、業務効率化に貢献、TCO削減を実現します。Wired for
Managementなどの主要な管理仕様に適合、リモートでの起動/リセット/シャットダウンを
サポート、またユーザアカウントの設定・管理により、ハードウェアへのアクセスを制限でき、
セキュリティの強化も行えます。

■Wired for Management Ver2.0に準拠

ＴＣＯ削減のためにインテル社が提唱しているシステム監理のための仕様「Wired for
Management Ver2.0」に準拠しています。

FIR赤外線通信機能（IrDA1.1）搭載
標準プロトコルIrDA1.1に準拠した赤外線通信ポートを搭載。4Mbps/115Kbpsで高速に
データ転送、携帯機器とのデータ交換が簡単にできます。

6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PC四半期出荷統計/

1994～1999年暦年出荷台数（GG2000-TOS-026）
東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。

グローバルラウンチパートナーの東芝は高い信頼性と操作性のWindows®2000 Professionalなど４つのOSモデルを

ラインナップして、企業コンピューティングとモバイルでの活用に幅広い選択肢でおこたえします。

高度なセキュリティ機能、ネットワークに対応したＰＣマネジメント機能、ワールドワイドに活用できる

東芝のサポート体制など、DynaBook SSシリーズはビジネスを強力にバックアップします。

18mmキーピッチ/アキュポイントⅡ（スクロールボタン付き）
入力タッチにすぐれたキーピッチ18mmキーボード
と、インターネットなどの操作性をアップするアキュ
ポイントⅡ（スクロールボ
タン付き）でモバイルで
も快適に操作できます。

D
し�

F
は�

キーピッチ18mm

東芝Ir Ether（赤外線通信）
赤外線通信でパソコン間でファイルやプリンタの共有が手軽に。
FIR(4Mbps/115Kbps)での高速で安定したデータ転送ができます。

モバイルシンクロ（ファイル同期）
ケーブル接続で、データを他のパソコンに自動転送。最新の情報に
更新されます。 ※Windows®95、Windows®98搭載モデルのみ。

一発チェンジャ（通信環境切替）
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搭載モデルのみ。

プラグエイド
USB/PCカードの接続を感知し、対応するソフトウェアを自動起動する
ユーティリティ。 ※Windows®95、Windows®98搭載モデルのみ。

Intellisync for Windows
ケーブル（シリアルまたはパラレル）や赤外線通信を使ってファイルの
転送や、データの連携が手軽に行えます。
※WindowsNT®を選択した場合、パラレルを使用しての通信を行うことはできません。

※Windows®95、Windows®98搭載モデルもしくはWindowsNT®を選択した場合のみ。

CardWizardTM for WindowsNT®

WindowsNT®上でＰＣカードのPlug and Playを実現するユーティリティ。
※WindowsNT®を選択した場合のみ。

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。

VirusScan for Windows®

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
アキュポイントやマウスの指先操作だけで、インターネット・ブラウザや
ワープロソフトなどのページスクロールが素早くできます。

オンラインマニュアル
わかりやすい電子化マニュアルです。いつでも必要なときに
参照することができます。

Intel®SpeedStepTMテクノロジ対応

低電圧版モバイルPentium®IIIプロセッサ600MHz＊1/
低電圧版モバイルIntel®CeleronTMプロセッサ500MHz＊2搭載
Intel®モバイルPentium®lllプロセッサ600MHz＊1はSpeedStepTM テクノロジを

採用し、さまざまなアプリケーションソフトを高いパフォーマンスで快適に

使用できます。ACアダプタ接続時には600MHzのフルパワーを発揮し、

バッテリ使用時には500MHz相当で動作します。Pentium®lllモデルでは、

プロセッサ・シリアルナンバー＊3を採用しており、信頼性の高いインターネ

ットビジネスの実現やシステム運用管理において管理者の負担を軽減

することもできます。＊1：DynaBook SS 3480 ＊2：DynaBook SS 3430
＊3：プロセッサ・シリアルナンバーは、出荷時ではオフで設定しています。

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 ll）を2基装備、
TYPE lllのカードも1枚使用できます。

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です。TOSHIBA ORIGINAL

マイク入力端子● ●ヘッドホン出力端子

USBコネクタ● ●RGBコネクタ ●拡張コネクタ

●LAN

●セキュリティロックスロット

電源コネクタ●

●電源スイッチ ●PCカードスロット

●電源スイッチロック

右側面部

左側面部

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

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、このほかにも再生プラスチックの採用、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行っています。 ＊Windows®98搭載モデルもしくはWindows®2000を選択した場合のみ。

※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。

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。

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、世界約35ヵ国の現地で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、対象サービスに一部制限があります。

BizOffi
最新のニュースやビジネス情報等を素早く検索できるポータルサイト。
http://bizoffi.toshiba.co.jp/

TOSHIBA ORIGINAL

DynaBook SSの性能を最大限に引き出すWindows®2000 Professional搭載

ILWILW

64MB SDRAM（最大192MB）
メインメモリにはPC100対応SDRAMを標準で64MB搭載、最大192MB
まで拡張可能です。

東 芝東 芝 P CP C 、、だだ かからら 安 心安 心

いろいろな周辺機器と接続できるインタフェース

マルチメディア・ポートリプリケータ（オプション）

本体と周辺機器との「ワンタッチドッキング」を実現するインタフェースを備えています。セレクタブルベイには

CD-ROMドライブを標準装備。用途に合わせ、セカンドハ－ドディスク（オプション）を搭載可能です。また

ケーブル1本の接続で、電源、プリンタ、マウス、PCカ－ド、スピ－カなどの様々な周辺機器とつながり快適な

コンピュ－ティングを実現します。 ＊セカンドハードディスクはオプションです。

セレクタブルベイとして
セカンドハードディスク＊と
交換可能
＊セレクタブルベイ用
セカンドハードディスクは別売です。
＊セレクタブルベイに装着して使用する場合は、
セレクタブルベイハードディスクアダプタⅡ（オプション）が必要です。

●パラレルポートPS/2コネクタ●

USBコネクタ●

●LAN 接続コネクタ●

●RGBコネクタ ●電源コネクタ●シリアルポート

RGBコネクタ

会議などで大型ディスプレイやプロジェクタなどに接続して、大画面で効
果的なプレゼンテーションが行えます。

■4Mbpsでデータ転送、高速な赤外線通信機能FIR (IrDA1.1)搭載

■拡張機器を簡単に接続できるUSBを1基装備＊

■万一のバッテリ切れにも安心、ハイバネーション機能＊

■中断・復活が瞬時に可能､スタンバイ機能

■パワーオン/オフの誤操作を防ぐ電源スイッチロック

＊Windows®95、Windows®98搭載モデルもしくはWindows®2000を選択した場合のみ。

●PCカードスロット

右側面部 背面部


