
＊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。

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）

DynaBook TECRA 8100

機種名/型番 P45/4L8モデル P45/4L5モデル P45/4L4モデル
PT810P454L86 PT810P454L56 PT810P454L46

プロセッサ Intel®モバイルPentium®Ⅲプロセッサ450MHz(※1)

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）

BIOS ROM 512KB（フラッシュROM）、ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a

メモリ
標準/最大 64MB／256MB（PC100対応、SDRAM）

メモリ専用スロット 2スロット(※2)

内部ディスプレイ 14.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶(※3)、1,024x768ドット：1,677万色

外部ディスプレイ（オプション）（※5） 最大1,280×1,024ドット：1,677万色

内部ディスプレイと同時表示（※6） 最大1,024×768ドット、走査周波数：垂直60Hz表示機能
ビデオRAM 8MB

グラフィックアクセラレータ S3社製Savage MX

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)

入力装置
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：2.7mm

ポインティングデバイス スクロールボタン付きアキュポイント標準装備（※7）

ハードディスク（※8） 6GB

補助記憶装置
フロッピーディスク（標準添付） 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)（外部接続可能）

CD-ROM（標準内蔵） 最大24倍速（標準内蔵）、12/8cmディスク対応、ATAPI接続

対応フォーマット（※9） 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

セレクタブルベイ CD-ROM(標準内蔵）、フロッピーディスクドライブ（標準添付、外部接続可能）、セカンドバッテリ（オプション）、セカンドハードディスク（オプション）装着可能

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 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、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応

PCカードスロット TYPEⅡ×2スロットまたはTYPEⅢ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）

・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 ・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1

・パラレル（セントロニクス、25ピンD-sub ECP）×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
・RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1 ・LAN（RJ45）×1

・PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用）×1 ・外付けフロッピーディスク接続コネクタ×1

・USB（※10）×1 ・ビデオ出力(NTSC)×1

・マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×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、PCカードロック、プロセッサシリアルナンバー機能

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

バッテリ（※12） リチウムイオン（バッテリパック）

駆動時間 約3.5時間（省電力制御あり）セカンドバッテリ装着時：約6.5時間
電源

充電時間 メインバッテリ約3時間(電源OFF時)／約3～9時間(電源ON時)、セカンドバッテリ約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～6.5時間(電源ON時)、メイン・セカンドバッテリの両方 約5.5時間(電源OFF時）／約5.5～15.5時間(電源ON時)

ACアダプタ（※13） AC100V～240V、50/60Hz

消費電力
最大約60W、スタンバイ／サスペンド状態約2.28W（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（※14） S区分 0.0022

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） 312mm（幅）×254mm（奥行）×37.4mm（高さ）

質量 約2.74Kg（CD-ROM、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)、アキュポイントキャップ(予備)、フロッピーディスクドライブ、フロッピーディスクドライブアタッチメントケース、ウェイトセイバー、ビデオ変換ケーブル他

プレインストールOS Microsoft® Windows®98 Second Edition Microsoft® Windows®95 Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 ServicePack5

■ 型番・ハードウェア仕様

※1 Windows®95モデルではストリーミングSIMD拡張機能命令は使用できません。プロセッサ・シリアル・カバー機能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）。※2 256MBに拡張する場合は、予め装着されている64MBのメモリを外してから、増設メモリを装着する必要があります。※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。※4 640×480ドット､800×600ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,280×1,024ドット､1,600×1,200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 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。※6 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。※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、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。※9 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。CD-R及びCD-RWは読み込みの
み可能です。※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®ではサポートされません。※11 WindowsNT®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、使用環境により変わります。※13 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120VAです。※14 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。

●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、Wake on LAN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。■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12月現在のものです。

○...プレインストール、●...CD-ROM添付のみ （注1)
Windows®98 Windows®95 WindowsNT®

搭載モデル 搭載モデル 搭載モデル
Microsoft®Windows®98 Second Edition ○ ー ー

ＯＳ Microsoft®Windows®95 ー ○ ー
Microsoft®WindowsNT® Workstation4.0 ServicePack5 ー ー ○
Microsoft®Internet Explorer5.0 ○ ー ー

インターネット Microsoft®Internet Explorer4.01 ー ○（注2） ○
Microsoft®Internet Explorer3.02 ー ○（注2） ー

運用管理ソフト Intel®LANDesk® Client Manager Ver6.0 ● ● ●
ファイル暗号化ソフト ARCACLAVIS CIPHER Personal ○ ○ ●

Intellisync for Windows® ○ ○ ー
赤外線通信 Intellisync for WindowsNT® (注3） ー ー ●

東芝Ir Ether ○ ○ ●
通信環境切替 一発チェンジャ ○ ー ー
ファイル同期 モバイルシンクロ ○ ○ ー
USB/PCカードアプリ起動 プラグエイド ○ ○ ー

ウイルス検索/駆除 VirusScan for Windows®95/98 ○ ○ ー
VirusScan for WindowsNT® ー ー ●
マウスウェア ○ ○ ○
Adobe® Acrobat® Reader 4.0J ○ ○ ●

その他 省電力設定ユーティリティ ○ ○ ○
CardWizardTM for WindowsNT® ー ー ○
東芝PCお客様登録 ○ ○ ー
オンラインマニュアル ○ ○ ○

製　品　名 型　番 標準価格(税別)
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
バッテリパック 注1) PABAS003 30,000円
セカンドバッテリパック 注1)注2) PABAS004 30,000円
バッテリチャージャ 注3) PACHG002 35,000円
内蔵10GBハードディスクユニット 注2) PVP127JA 100,000円
18GBハードディスクドライブキットⅡ 注4) PAHDD18A 150,000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
CD-R/RWドライブ IPC5025A 75,800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5) IPC5022A 17,800円
バリューマウス（ＰＳ／2） MUSPS20A 8,000円
マウス（USB） 注5) PA2951UJ 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。注2)セレクタブルベイ専用オプションです。注3)｢PABAS003｣用
充電器　注4)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。注5)Windows®98モデルのみの対応です。

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。

DynaBook TECRA 8100  P45/4L8モデル（型番：PT810P454L86）本体標準価格　438,000円（税別）
DynaBook TECRA 8100  P45/4L5モデル（型番：PT810P454L56）本体標準価格　438,000円（税別）
DynaBook TECRA 8100  P45/4L4モデル（型番：PT810P454L46）本体標準価格　458,000円（税別）

1999年 12月
A4ノートパソコン

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。

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。

■ ソフトウェア ■ オプション



便利�な�ユ�ー�テ�ィ�リティ�を装�備�

モ�バ�イ�ル�シン�クロ�
ケー�ブ�ル�接�続�等�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®95/98モ�デ�ル�のみ。�

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�。�

東芝Ir Ether
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�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�。�

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�お�こ�な�え�ま�す�。�
＊�WindowsNT®モ�デ�ル�に�は�Intellisync for WindowsNT®が�添付さ�れ�て�い�ま�す�。�
＊�WindowsNT®モデ�ル�で�は�パ�ラ�レル�通�信�で�き�ませ�ん�。�

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®95/98モ�デ�ル�のみ。�

CardWizardTM for WindowsNT®

WindowsNT®上で�Ｐ�Ｃ�カー�ド�の�Plug and Playを�実現�す�る�ユ�ー�テ�ィ�
リ�ティ�。�＊�WindowsNT®モデ�ル�の�み�。�カ�ー�ド�に�よ�っ�ては�対�応�しな�い�も�の�が�あ�り�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�。�

Microsoft® Internet Explorer5.0
「ラ�ジオ�」�ツー�ル�バ�ー�等�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Internet Explorer5.0
を搭�載�。�＊�Windows®98モ�デ�ルの�み�。�

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�。�

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�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�。�

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�。�＊�Windows®95/98モ�デ�ル�のみ。�

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�

東芝�はMicrosoft®Windows® 2000の�
グロ�ー�バ�ル�ラ�ウ�ン�チ�パ�ー�トナ�ー�で�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-056）�
東芝�ノ�ー�ト�PCの品質と信頼が世界�で選ばれ�ま�し�た。�

選べ�る�3つ�の�OS
Windows®98 Second Editionと�Windows®95、�そし�て�信�頼�
性の高いOSと���し�て�定評�の�あ�る�WindowsNT® Workstation4.0
の�３�タ�イ�プのOSモ���デル�を�ラ�イ�ンナ�ッ�プ�。�企業環境�や�用途�に�合�
わせ�て�お�選�び�く�ださ�い�。�

強力�な�セ�キ�ュ�リ�テ�ィ�管理�
イ�ンター�ネ�ッ�トや�イ�ン�トラ�ネ�ッ�ト�を�利用す�る�上�で�欠�く�こと�の�
で�き�な�い�セ�キ�ュ�リ�テ�ィ�プ�ロ�グ�ラ�ム�、�ARCACLAVIS
CIPHER Personal を�標準装備�し�て�い�ま�す�。�電子�メ�ー�
ル�の�内�容�や�イ�ンター�ネ�ッ�ト�で�送�受�信�さ�れ�るフ�ァイ�ル�な�ど�、�
様�々�な�デ�ー�タ�に�対�応�し�、�暗号化/複合化が可能。�暗�号�
化は�ドラ�ッ�グ�&ド���ロ�ッ�プ�の�わ�か�り�や�す�い�操�作�で�実�行�で�き�
ます�。�万�が�一�パ�ソ�コ�ン�の�盗�難�に�あっ�て�も�、�ファ�イ�ル�を�暗�
号�化�し�て�お�け�ばデー�タ�の�漏�え�い�を�防�ぐ�こ�と�が�で�き�ま�す�。�
ま�た�本体�に�は�盗難�を�防止す�る�セ�キ�ュ�リ�ティ�ロ�ッ�クスロ�ッ�ト、�
PCカ�ー�ド�の�盗難�を�防止す�る�PCカ�ー�ドロ�ッ�クが�設�け�られ�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�し�て�い�ま�す�。�導入�し�
てす�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�。�

Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.0
標準添付�（CD-ROM）�
最新運用管理�ア�プ�リ�ケー�シ�ョ�ン�「�Intel® LANDesk® Client
Manager Ver6.0」�を�CD-ROMで�標準添付�。�企�業内�の�業�
務効率化�に�貢献�し�、�TCO削減�を�実�現�し�ま�す�。�管�理者�が遠�
隔地�か�ら�の�電源投入�を�行�え�る�「Wake on LAN」�機能�に�も�
対応�し�て�い�ま�す�。�

ネッ�ト�ワ�ー�ク�シ�ス�テ�ム�の統括管理�
Wired for Management Ver1.1に準拠�

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、�各種携帯�
機器�と�の�デ�ー�タ�交�換�も�手軽で�す�。�

充実の省電力機能�
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�、�Windows®

98モ�デ�ル�で�は�ACPIの�能�力�を�最大限�に�引�き�出�し�、�バッ�テリ�
の�残�量に�応�じ�てモニ�タ�ー�や�ハ�ー�ドデ�ィ�ス�ク�の�消費電力�を�制�
御で�き�ます�。�ま�た�消費電力�を�節�減�す�る�ス�タ�ンバ�イ�機�能�や�、�
メモ�リ�の内�容�を�デ�ィ�スク�に保�存�し�て電�源�を�OFFに���す�る�ハ�イ�
バネ�ー�シ�ョ�ン�機�能�も�搭載�し�て�い�ま�す�。�WindowsNT®モデ�ル�
では�、�東芝独自�の�省電力�ユ�ー�テ�ィ�リ�ティ�によ�り�きめ�細�か�い�
設定�が可能�な�ほ�か�、�PCカ�ー�ド�の�Plug & Play*や�、�サス�ペ�
ン�ド機�能�に�も�対�応�し�て�い�ま�す�。�
＊カー�ド�に�よ�っ�て�は対応�し�な�い�も�のがあ�り�ます�。�

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、�

５�年連続�ノ�ー�トパ�ソ�コ�ン�世�界�シ�ェ�ア�No.1※�が証明�し�ていま�す�。�

世界中�で�愛�さ�れ�て�。�DynaBookは�こ�れ�か�ら�も時�代�を�切�り�拓�い�て�い�き�ます�。�Windows ®2000へのス�ム�ー�ズ�な�移�行�は�東�芝�PC。�

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�。�＊�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（Inter-
national 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® 95/98モ�デ�ル�の�み�。�

東芝�は�マ�イ�クロ�ソ�フ�ト社�が�認�定�す�る�「Microsoft®Windows®2000グ�ロ�ー�バ�ル�ラ�ウ�ン�チ�パ�ー�トナ�ー�」�です�。�
グロ�ー�バ�ル�ラ�ウ�ン�チ�パ�ー�ト�ナ�ー�4社中�、�日本�の�PCメ�ー�カ�ー�と�し�て�は�唯�一�東�芝�が�選ば�れ、�ビジ�ネ�ス�に�最�適�
な�次世代OSで�あ�る�「Microsoft®Windows®2000」�で�は�密接�に�開発協力�を�行�い�ま�
した�。�東芝PCは�、�高�い�信頼性�・�運�用性�、�高度�な�セ�キ�ュ�リ�テ�ィ�を�実現す�る�「Windows®

2000 Professional」�への移行�＊�を�ス�ム�ー�ズに�す�る�最適なPCです�。�高い品質�と�
安定性�を�誇�る�東芝PCと�「Windows®2000」�と�の組み合わせに�よ�り�、�快適で高度�
な企業内�シ�ス�テ�ム�の�構築�を実現�し�ま�す�。�＊WindowsNT®モ�デルのみの対応に�な�り�ま�す�。�

セ�レ�クタブ�ル�ベ�イ�で�拡�張�性�に�富�み�、�
オ�フ�ィ�ス�の�TCO削減に�貢献�す�る�DynaBook TECRA8100登場�。�

●�着脱可能な�内�蔵�6GBハ�ー�ド�デ�ィ�ス�ク�
●�CardBus対応�PCカ�ー�ド�ス�ロ�ッ�トを�２�基�装備�
●�マ�イ�ク�お�よ�びス�テ�レ�オ�ス�ピ�ー�カ�内蔵、�3D対応�PCIバス�接続ス�テ�レ�オ�サ�ウ�ン�ド�シ�ス�テ�ム�
●�最大4Mbpsデー�タ�転送、�高速�な�赤外線通信機能FIRを�搭載　�
●�拡張機器�を�簡�単�に接続で�き�る�USB*を���1基装備�＊�WindowsNT® モデ�ル�で�は�サ�ポー�トさ�れ�て�い�ま�せ�ん�。�

●�TVへの画面出力が可能�な�ビデオ出力イ�ン�タ�フ�ェ�ー�ス�

モ�バ�イ�ル�Pentium® プ�ロ�セ�ッ�サ�450MHz
高�性�能�CPU Intel®モ�バ�イ�ル�Pentium® プ�ロ�セ�ッ�サ�450MHz、�PC100対�応�
SDRAMを�標準で64MB搭載、�最�大256MBま���で拡張で�き�ま�す�。�ま�た256KBの�
２�次�キ�ャ�ッ�シ�ュ�メ�モ�リ�を�CPUに内蔵�し�て�い�ま�す�。�

セ�レ�ク�タ�ブ�ルが実現す�る�薄型構造�

先端�を�ゆ�く�機�能�・�性�能�を�使い�こ�な�すA4薄型設計の新型ボデ�ィ�を�採用。�
イ�ン�ジ�ケ�ー�タ�の表示�も�見やす�く�なり�ま�した�。�

「ス�ク�ロ�ー�ル�ボ�タ�ン�」�がつ�い�て�操作性�ア�ッ�プ�

イ�ンター�ネ�ッ�トや�ワ�ー�ド�の�ペ�ー�ジ�を�連�続�し�て見た�い�と�き�に便�利�な�、�スク�ロ�ー�ル�ボ�タ�
ン�を�新装備。�左�ボ�タ�ンを�押�す�と�上�に�、�右ボ�タ�ン�を�押�す�と下�へ�ス�ク�ロ�ール�し�ま�す。�
また�、�操作�し�や�す�い�ア�キ�ュ�ポ�イ�ン�ト�と、�キ�ー�ピ�ッ�チ�19mm・�キー�ス�ト�ロ�ー�ク�2.7mm
のキー�ボ�ー�ド�で�快適�な�入力が�で�き�ま�す�。�

14.1型TFTカ�ラ�ー�液晶デ�ィ�スプ�レ�イ�
XGA対応14.1型TFTカ�ラー�液�晶�デ�ィ�スプ�レ�イ�を採�用�。�
デュ�ア�ル�ス�ク�リ�ーン�機�能�＊�も対�応�し�て�い�ます�。�
*Windows®98モ�デ�ル�の�み�の�機能�で�す�。�

強力�な�装�備�を�自�在�に�選べ�る�
ホッ�ト�ス�ワ�ッ�パ�ブ�ル対応�セ�レ�ク�タ�ブ�ル�ベ�イ�

マイク入力端子●�●ヘッドホン出力端子�

●スピーカ�●電源�ス�イ�ッチ�PCカードスロット●�

セレクタブルベイ●�

●ビデオ出力端子�

●スピーカ�

LANコネクタ●�

●パラレルコネクタ�

AC電源アダプタ●�

シリアルコネクタ●�

セキュリティロックスロット●�

●RGBコネクタ�
●PS/2コネクタ�

USBコネクタ●�

●赤外線通信ポート�

外付け�フ�ロ�ッ�ピ�ーデ�ィ�ス�ク�接�続�コ�ネ�ク�タ�●�

右側面�

左側面�

背 面 �

最大24倍速CD-ROMド�ラ�イ�ブ�（標準内蔵）�
薄型軽量の�最大24倍速CD-ROMドラ�イ�ブに�よ�り、�アプ�リ�ケー�シ�ョ�ンのイ�ンス�
ト�ール�を�は�じめ、�CD化�さ�れ�た�デ�ー�タ�ベ�ー�ス�・資�料�な�ど�を�活�用�で�き�ます�。�

セカ�ン�ドハ�ー�ドデ�ィ�スク�ドラ�イ�ブ�（オ�プ�シ�ョ�ン）�
オプ�シ�ョ�ンの�「内蔵10GBハ�ー�ドデ�ィ�ス�ク�ユ�ニ�ッ�ト」�
や�「18GBハ�ー�ドデ�ィ�スク�ドラ�イ�ブ�キ�ッ�ト�」�を使�用�
して�、�ラー�ジ�・�ス�ト�レ�ー�ジ�が利用�で�き�ます�。�

フロ�ッ�ピー�ディ�スク�ドラ�イ�ブ�（標準添付）�
ドキ�ュ�メ�ン�ト�デー�タ�の�受�け�渡�し�や�会�議�資�料�の�デー�タ�配�布�な�どに�、�
手軽�に�利�用�で�き�ます�。�

セ�カ�ン�ド�バ�ッテリ�（オ�プ�シ�ョ�ン）�
小�型・軽�量・高�出�力�の�リ�チ�ウ�ム�イ�オ�ン�バ�ッ�
テリ�と�ACPI BIOS搭�載�で�、�長時間�バ�ッ�テ�
リ�駆�動�が�可能�。�省電力制御時�に�標準�
バ�ッ�テ�リ�で�最大約3.5時間�、�セレ�ク�タ�ブ�ル�
ベイ�で�オ�プ�シ�ョ�ンの�セ�カ�ン�ドバ�ッ�テリ�使�用�時�
で�は�最大約6.5時間�の�パ�ワ�フ�ル�な�機動力�
を提�供�し�ま�す�。� ILWILW

★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�。� 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�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�

★�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�）�

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 Ver1.1」�
に準拠し�ています�。�

Ⅲ�
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