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困ったときに見るシート

困ったときには、まず、「パソコンで見るマニュアル」の「困ったときは」を確認してみましょう。

パソコンの画面で見る電子マニュアルには、困ったときのために「Q&A集」や「便利な使いかた」などが紹介されています。

起動方法
デスクトップ上の　　　 をダブルクリック→　　　 ボタンをクリックする

オープニングタイトルが表示されたあと、「パソコンで見るマニュアル」画面が表示されます。

＊Qosmioシリーズ

電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」

パソコンの電源が入らないとき 4ページ
パソコンの電源が入るとき 1～3ページ
を見てみましょう

クリック

クリック
使っていて動作がおかしい
と感じたときの対処法を
紹介しています。

便利な使いかたと
知っておくと良いことを
紹介しています。
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キーワードから探す
「パソコンで見るマニュアル」には、キーワードを入力して、説明ページを検索する機能があります。

わからない言葉や機能がでてきたら、画面下の［キーワード検索］欄に調べたいキーワードを入力してみましょう。

パソコンの操作を知りたい
パソコンの操作を知りたいときには、目的にあわせて、「パソコンで見るマニュアル」の各カテゴリを確認してみましょう。

探したい項目のキーワードを入力して［検索］ボタンを
クリックすると、「パソコンで見るマニュアル」内から
ページを検索します。

例えば、「タッチパッド」に関する内容を探したい場合

［キーワード検索］を使うには

①キーワードを入力 ②クリック

④説明が表示されます。③表示された検索結果から見たい項目をクリック

知りたいことに関する言葉（キーワード）を入力すると、
その言葉が書いてあるページが出てくるよ！

次の内容について説明しています。
・タッチパッドやマウスで操作する
・文書を作成する
・文字を入力する
・ファイルやフォルダの操作　など

次の内容について説明しています。
・インターネットに接続する
・インターネットを安全に使う
・Webページを楽しむ
・メールを使う
・ネットワークに接続する　など

次の内容について説明しています。
・パソコンの設定を変更する
・パスワードを設定する
・周辺機器を使う
・持ち運んで使う　など

次の内容について説明しています。
・テレビを見る、録画する
・映像/画像を取り込む、編集する
・CD/DVDに保存する
・CD/DVDにラベルをつける　など
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インターネットに接続する方法については、『準備しよう』や「パソコンで見るマニュアル」を参照してください。

インターネットに接続して「トラブル事例」を見てみよう

操作方法

「あなたのdynabook.com」を見る
「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの

　・よくあるご質問FAQ

　・デバイスドライバや修正モジュールのダウンロード

　・ウィルス・セキュリティ情報

などをご覧になれます。

ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、

目的の情報を簡単に探すことができます。

また、サポート窓口や修理についても案内しています。

①［スタート］ボタン（　　）をクリックし、［インターネット］をクリックする

「Internet Explorer」が起動します。

購入時の状態では、起動して最初に「あなたのdynabook.com」が表示されるように設定されています。

「あなたのdynaboook.com」の詳しい使いかたについては、「いろいろな機能を使おう 6章」をご覧ください。

操作方法

「自己診断」してみる
修理に出す前に、まず、「あなたのdynabook.com」の「自己診断」（http://dynabook.com/

assistpc/selfcheck/index_j.htm）で確認してみましょう。

「パソコンの電源について」「画面表示について」など、カテゴリごとに分かれているQ＆Aで

あなたのパソコンが不調になった原因を分析して、診断します。

①［スタート］ボタン（　　）をクリックし、［インターネット］をクリックする

「Internet Explorer」が起動します。

購入時の状態では、起動して最初に「あなたのdynabook.com」が表示されるように設定

されています。

②［修理のご相談］にある［自己診断］をクリックする

「自己診断」の画面が表示されます。

カテゴリごとに分かれているので、パソコンが不調になった原因を探しやすくなっています。

「故障かな？」と思ったら
不調の原因を自己診断するには

［dynabookランチャー］から「あなたのdynabook.com」を表示する

「あなたのdynabook.com」は、ガジェットの［dynabookランチャー］のメニューからも表示できます。

 をクリックすると、説明の画面が表示されますので、「http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi」
をクリックしてください。メッセージが表示された場合は、画面に従ってください。
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1章 パソコンの基本操作を覚えよう

2章 ネットワークの世界へ

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

4章 バッテリ駆動で使う

5章 システム環境の変更

6章 パソコンの動作がおかしいときは

7章 お問い合わせされるときは

いろいろな機能を使おう
パソコンを使いこなそう

東芝PCサポートのご案内

東芝ID（TID）お客様登録をおすすめしています。

登録すると、専用個人ページ「Room1048」を開設したり、

メールマガジンが届いたり、

ポイントをためてプレゼントの抽選に応募できる、など

いろいろな特典があります。

本パンフレットの記載内容は、2007年4月現在のものです。内容については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承 願います。

お問い合わせされるときは
本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹
介しています。
各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してく
ださい。

1 お問い合わせ先
－OS／アプリケーション－. . . . . . . . . . . . . . . . . . XX
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1 トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。
そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。
ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹
介します。

■パソコンを構成する3つの部分

トラブルの原因をつき止めよう1

● アプリケーションソフトウェアとは
メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word

ワード

（文書作成
ソフト）や Excel

エクセル

（表計算ソフト）、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフト
ウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

● システム、ドライバとは
システムは、オペレーティングシステム、OS

オーエス

とも言い、パソコンを動かすための基本的な
働きをします。本製品のシステムはWindows Vistaです。
ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバがないと、周辺機器は
使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウス
ドライバなどがあります。基本的なドライバは、システムが標準装備していますが、周辺機
器によっては、専用のドライバが付属している場合があります。

● ハードウェアとは
バッテリやACアダプタはもちろん、画面（ディスプレイ）、キーボード、ハードディスク、
CPUなど、パソコン本体をさします。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか
らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。
トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト
ウェア→システム、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。 XX
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2 Q&A集

ここに掲載しているQ&A集のほかに、「パソコンで見るマニュアル」にもQ&A集があります。
目的の項目が見つからないときは、「パソコンで見るマニュアル」も参照してください。

Q 電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない....................................................XX

Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう
電源が入らない ................................................................................................................XX

Q 電源を入れたが、システムが起動しない......................................................................XX

Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある...............................................XX

Q しばらく操作しないとき、電源が切れる......................................................................XX

Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった..............................................................XX

Q テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、
画面が表示されなくなった.............................................................................................XX

Q 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイのクローン表示時に、
タイマでディスプレイをオフにし、再びオンにした場合に、
どちらかのディスプレイに表示されないことがある ..................................................XX

Q 画面が薄暗く、よく見えない.........................................................................................XX

Q 画面表示が回転してしまった.........................................................................................XX

Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない...................................XX

Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう .......................XX

Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった......................................................................XX

Q クリックしても反応がない.............................................................................................XX

Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい.......................................XX

Q ポインタの速度を調節したい.........................................................................................XX

Q 光学式マウスの反応がおかしい.....................................................................................XX

タッチパッド／マウス ................................................................................XX4

キーボード ................................................................................................XX3

画面／表示 ................................................................................................XX2

電源を入れるとき／切るとき.......................................................................XX1

お客様登録

Room1048 お客様登録のおすすめ

●ノートパソコン「dynabook」「Qosmio」(2000年以降発売モデル)
●ハイビジョン液晶テレビ「REGZA」＜レグザ＞
●HDD&DVDレコーダー「VARDIA」＜ヴァルディア＞
 「RDシリーズ」「カンタロウ」
●HD DVD搭載ハードディスクレコーダー
●HDD&DVDビデオレコーダー内蔵液晶テレビ
●デジタルオーディオプレーヤー「gigabeat」
●デジタルスチルカメラ「Allegretto」（1999年11月以降発表機種）「sora」
●ワイヤレスメディアステーション「Trans Cube」

●ポケットPC(PDA)「GENIOe」
●液晶テレビ/プラズマテレビ「face」
●HDDレコーダー「RD-H1」「RD-H2」
●HD DVDプレーヤー
●VHS＆DVDビデオレコーダー
●DVDレコーダー
●HDDムービーカメラ「gigashot」
●BS/CSチューナー
●プロジェクター（2003年9月以降販売機種）

Room1048登録対象の東芝デジタル商品

XX

東芝ノートPCユーザには、サービスサポート専用
メールマガジン「dynabook.com Magazine」を、
また、Room1048メールマガジンでは、
新商品やキャンペーン情報をいち早くお届け！

ゲームや、壁紙、
スクリーンセーバーなど
楽しいコンテンツがいっぱい！
「Room1048」で遊ぼう！

1つの商品で
家族みんなが、
それぞれ登録できるよ！

［注意事項］
※お客様の個人情報の取扱全般に関する当社の考え方をご覧になりたい方は、㈱東芝の「個人情報保護方針」のページhttp://www.toshiba.co.jp/privacy/をご覧くだ
さい。

※Room1048のご登録はWebの専用ページからのみの受付となります。また、Room1048をご登録された場合は、商品同梱の登録はがきのご投函は不要です。

XX

東芝PCデータ復旧センタ
http://www.toshiba-tie.co.jp/support/dsc/index.html

データ復旧をしたい

突然起きるハードディスクの故障や操作ミスによるデータ消失などのトラブルから
大切なデータを復旧します。 お気軽にご相談ください。

・電話でのお問合せや初期の診断料は無料です。 通話料・送料はお客様負担となります。

データ復旧サービスメニュー

手続きの流れ

■ HDDデータ復旧サービス／HDD丸ごとバックアップサービス
 軽度の物理障害・論理障害のHDDからデータを復旧いたします。

■ HDD物理障害復旧サービス
 物理障害のHDDからデータを復旧いたします。

■ メモリカードデータ復旧サービス
 SDメモリ・USBメモリからデータを復旧いたします。

※お客様に著作権のないデータはサービスの対象外となります。
　他者に著作権があるデータ（音楽データ・映像データ等）ファイルの復旧を行う事は、著作権
　法上できません。

『東芝PCデータ復旧センタ』に電話でご相談ください。電話で問診を行います。

『データ復旧サービス依頼書』にてお申し込み下さい。

パソコンからHDDを取り外し検査機でデータ調査を行います。

データ調査の結果により適切なサービスをご提案いたします。
調査結果を確認してご注文いただけます。【データ調査無料】

お見積りに基づきデータを復旧いたします。復旧したデータは納品媒体に複写
いたします（DVD・外付けハードディスクまたはパソコンなど）。

復旧データを納品媒体にて提供いたします。

データ調査

ご相談

お申し込み

お見積り

復旧作業

納品

東芝PCデータ復旧センタ
受付時間：月曜日～金曜日9:00～12:00　13:00～17:30 （土・日・祝日および当社休業日を除く）

〒261-0011　千葉県千葉市美浜区真砂5－20－7　TOPSビル

データ復旧サービスは、東芝情報機器株式会社が提供しております。

TEL：043-279-4701　FAX：043-279-4781

2

XX

R

（PC i-repairサービス  ）

修理センタ

ピックアップ
サービス

■クイックメンテナンス
修理期間（パソコンの引取りから納品まで）は、約1週間※1です。
※1.販売店経由で修理を依頼される場合には､お取り次ぎや輸送の関係上､多少お時間が

掛かる場合があります｡また、修理部品の状況（一時的な部品入荷待ち状態）によ
り、多少お時間が掛かる場合があります｡
有料修理で修理料金の見積りが必要な場合には､その通知からお客様の回答までの期
間は含まれません｡

■ピックアップサービス
パソコンの引取りから納品までを行うサービス
です。
☆荷造りが不要です。
☆引取り日・時間帯を指定できます。
☆引取り先と納品先を別途指定できます。
集配・梱包料金は無料です！
有料修理料金につきましては当センタのホーム
ページの修理料金規定または東芝PCあんしんサ
ポートにお問い合わせください。

■修理状況メール申込（見積決済）
修理の申し込み時、申し込み後は携帯サイトよりEメールアドレスをご
登録いただければ、メールにて修理状況・修理お見積りのお知らせ、お
支払い方法、クレジット決済登録のサービスをご提供しております。

ご注意 ： 電話・FAX番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

手間いらず、箱いらず…

修理のお申し込みは、インターネット・電話・FAX

PCサイト
http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm
携帯サイト
http://pcrepair.jp

■インターネットでお申し込みの場合

「修理依頼シート」（22頁）をFAX.043-278-8137に送付してください。
■FAXでお申し込みの場合

　          0120-97-1048　東芝PCあんしんサポート 　　 修理に関するご相談を選択ください。
受付時間 9：00～22：00（年末年始12/31～1/3を除く）
海外・携帯電話等で上記電話番号に接続できない場合には、　 043-298-8780に連絡して
ください。「修理依頼シート」（22頁）は、円滑に修理対応させていただくために必要事項をご記
入の上、修理依頼品に添付してください。

dynabook.com「サポート情報」→「修理のご相談」→「東芝PC集中修理センタ」の順でアクセスするか、
下記のアドレスをご利用ください。

■電話でお申し込みの場合

当センタの便利サイト「PC i-repairサービス  」を是非ご利用ください。

「PC i-repairサービス  」は、上記
PCサイト、携帯サイトから右記サービス
メニューをご利用いただける便利サイトです。
セキュリティ対応のため、SSL通信をしております。なお

携帯電話がSSL非対応機種では正常に動作いたしません。

R

サービスメニュー

修理のご案内
こんなときには？（Q&A）
修理申込
（PCサイトのみ） 　　　

修理状況問合せ（見積）
修理規約
修理状況メール申込（見積決済）
（携帯サイトのみ）

＊保証期間中に故障した場合、保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。
＊修理依頼の際､記憶装置内の内容は保証いたしません。必ずバックアップをお取りください。また、ハードディスクの修理・データの初期化（標準出荷状態）の際は､記憶装置内の内容が
消去されることをあらかじめご了承ください｡
＊お客様のプライバシー・個人情報の保護については、「個人情報保護方針」http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htmをご覧ください。
＊その他詳細につきましては、当センタのホームページhttp://dynabook.com/assistpc/repaircenter/index_j.htmに掲載の「東芝PC集中修理センタ修理規約」をご覧ください。

修理依頼 引取り梱包 修理センタ
お客様へ
お届け

東芝PC集中修理センタ

修理のお申し込み

＊パソコンからでもアクセスできます。

（通話料無料）
全国共通
電話番号

QRコードでアクセス

パソコンが不調で、電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」を確認できない。インターネットに接続して、「あなたの

dynabook.com」の「自己診断」で確認できない。そんなときには、付属のマニュアルで対処方法を確認しましょう。

目的にあわせて、マニュアルを見てみよう

いろいろな機能を使おう
『いろいろな機能を使おう』の「6章 パソコンの動作がおかしいときには」を見

ると、トラブルを解消するまでの流れや、トラブル対処方法、Q＆A集などが記

載されています。

お使いのパソコンを操作していて困ったときに、確認してみましょう。

また、「7章 お問い合わせされるときは」には、OSやアプリケーションソフトな

どのお問い合わせ先（サポート窓口）が記載されています。

東芝PCサポートのご案内
『東芝PCサポートのご案内』では、パソコンに関するお問い合わせ、パソコンの

修理やデータの復旧サービスに関するサポート窓口をご紹介しています。

突然起きるハードディスクの故障や操作ミスで消えてしまったデータを復旧した

いときや、パソコンを修理したいときなどに、相談窓口やお問い合せ先がわから

ないときは、この冊子で確認してください。

お客様登録の方法や訪問サポートなどのサービスメニューも紹介しています。
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「パソコンの電源が入らない！」
そんなときには…


