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広視野角・高輝度の
新液晶を搭載！

160L/2X モデル（型番：PPM221FL2P63T）



ストレスのない操作を可能にした。

タブレットペンボタン
タブレットペンでタッチするだけで操作可能な

「タブレットペンボタン」を液晶面に配置。4つの

ボタンにさまざまな機能やアプリケーションなどを

割り当てることができ、これまでタスクバーから

選択しておこなっていた操作が、タブレットペンで

簡単におこなえます。

液晶パネルの動きをキャッチし、
自動的に画面表示を切り換え。

加速度センサー
「ESC/画面回転ボタン」を押すことにより加速度

センサーが画面の向きを検知し、180度、90度と

液晶パネルの回転に合わせて自動的に適切な

画面表示に切り換えます。

※「TOSHIBA Rotation Utility」を有効に設定している場合。

「Tablet PC入力パネル」は、手書きパッド、文字

パッド、スクリーンキーボードの3種類の入力パネルを

使って、アプリケーションにテキスト入力ができます。

テキストの入力したいポイントのそばに入力パネルを

開くことができ、スムーズなペン入力が可能。また、

音声認識にも対応し、マイクを使って文章やコマンド

入力が可能です。

※使用環境、発声内容によっては、音声を十分に認識できない場合があります。

付せん機能
付せん紙をはる感覚で、デスクトップ上の好きなところ

に情報をはり付けておくことができます。タブレットペン

による手書き入力で簡単にメモできる点も魅力です。

よりスムーズなテキスト入力を実現。

Tablet PC入力パネル

手書き文字入力欄に文字を重ねて書き込んでも

タイプとして認識し、入力することが可能「TOSHIBA

InputAid」を搭載。左マスには「ひらがな」と

「アルファベット」を、右マスには「数字」と「記号」

を重ね書きすることができます。また、枠なし入力

モードにすれば、マス目を気にせず書き込んだ文字

を認識し入力することが可能。これにより、行数や

文字数を気にすることなく連続的な手書き文字入力

が可能となり、作業効率をスピードアップできます。

※使用環境、文字形態によっては、正しく変換できない場合があります。

文字数を気にすることなく、スピーディに手書き入力。

「TOSHIBA InputAid」

キーボード入力でおこなっていたWindows®ログオンを、

あらかじめ登録した手書きサインを使用しておこなう

ことができます。手書きサインは模倣しにくいため、

セキュリティも強化されます。

手書きサインでWindows®ログオンが可能。

「東芝サインログオン」

Intel® CentrinoTM モバイル・テクノロジ 
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［タブレットペンボタン初期設定］

通常（デスクトップ）モード
1：Office OneNote®起動
2：モニタ設定の切り替え
3：シフトロック/解除
4：Ctrlロック/解除

MSアプリケーション起動時
1：コピー
2：切り取り
3：はり付け
4：元に戻す

矢印キーのように上下/左右のカーソル移動や、

Enterキーとして使用できる「クロスファンクション

ボタン」を装備。1秒以上長押しすると画面にクロス

メニューが登場し、省電力

設定やアプリケーションの起動

などがすばやくおこなえます。

また、新たにメニューを追加

することも可能です。

タブレットモードでの使い勝手を向上させる。

「クロスファンクションボタン」
クロスメニュー

メニューバー
機能（アプリケーション）の
一覧が表示できます。

メニュー一覧（追加可能）
［東芝ショートカット］
［Customize PC］

［Launch Application］
［ウインドウ切り換え］

タブレットペンで、個人認証も、テキスト入力も、メニュー選択も。

※画面はハメコミ合成です。

180度回転する液晶パネルは、上下左右の視野角を広げる広視野角フィルム

の採用により、画像の見やすさを向上させました。また、グレア加工を施し

透過性に優れた薄型液晶保護パネルの採用により、画面のコントラストも改善。

高解像度の12.1型SXGA+（1,400×1,050ドット）低温ポリシリコン液晶は、映像

や細かな文字もくっきりと鮮明に映しだします。さらに、東芝のタブレットPCは

ペンでの書き心地にもこだわり、タブレットペンによる文字入力や各種操作の

レスポンスを高めています。これらの総合力により、プレゼンテーションや

商談などに大きな効果を発揮します。

視野角拡大で、視認性がさらに向上。
12.1型SXGA+低温ポリシリコン液晶。

OS HDD
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グラフィックアクセラレータ バッテリ駆動時間＊
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軽さ 

約2.1kg

無線通信機能 

IEEE802.11b/g 
デュアルモード対応 
無線LAN

ディスプレイ テクノロジ（CPU） 

12.1型 SXGA+ 
低温ポリシリコン 
TFTカラー液晶 

約4.7時間 
Microsoft® Windows® XP 
Tablet PC Edition 2005 

 
＊JEITA測定法1.0による値。 

Intel® CentrinoTM モバイル・テクノロジ 
Intel® Pentium® M プロセッサ 725 
動作周波数1.60GHz　2次キャッシュ2MB 

Intel® 855PMチップセット 
 統合型Intel® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション 

ワイヤレスノートPCのために生まれた最新技術。

Intel® CentrinoTMモバイル・テクノロジ

5,400rpmの高速回転により、データの書き込み、読み込み、コピーなど、HDD

アクセスを多用する作業がスピーディにおこなえます。

データの書き込み・コピーなどが迅速。

5,400rpmの高速HDD搭載

Intel® Pentium®Mプロセッサ725
（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載）

動作周波数1.60GHz 2次キャッシュ2MB

業界最先端の90ナノメートルプロセス技術による高速CPUを搭載。2次キャッシュ

2MBを内蔵し、より高いパフォーマンスと低消費電力を実現しています。

統合型Intel® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション

あらかじめ組み込まれたワイヤレス通信技術により、安定したワイヤレス接続を実現。

Intel® 855PMチップセット

プロセッサの能力を最大限に引き出すとともに、低消費電力も実現。

USB2.0コネクタ×2 モデムコネクタ LANコネクタ 

電源コネクタ RGBコネクタ 

セキュリティロック・スロット 

ペンホルダ セキュリティロック・スロット 

ワイヤレスコミュニケーションスイッチ＊ 

＊電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 

PCカードスロット 

赤外線ポート 

背面部 右側面部 左側面部 

独立したグラフィックチップを搭載し、CPUにかかる負担を減少。

液晶パネルの回転時にもすばやい描画を可能にし、リアリティ

あふれるパフォーマンスを発揮します。

CPUにかかる負担を軽減し、すばやい画面切り換えを実現。

NVIDIA® GeForceTM FX Go 5200搭載

当社従来製品 

当社 
従来製品 

上下角度 左右角度 

dynabook SS M200 
160L/2X モデル 

（型番：PPM221FL2P63T） 

dynabook SS M200 
160L/2X モデル 

（型番：PPM221FL2P63T） 

55° 

35° 

50° 50° 

約64% up

約25% up

M200

●当社従来製品（型番：PPM211FL2P63T）との視野角比較

ひらめいたアイデアをサッとメモする。

画面の該当部分を示しながら

効果的にプレゼンテーションをおこなう。

まるで手帳に書き込むように、

直感的に操作できる。それがタブレットPC。

dynabook SS M200

dynabook SS M200 160L/2X モデル（型番：PPM221FL2P63T）本体標準価格（税込）：400,260円

※画面はハメコミ合成です。



180度回転する液晶パネルは、上下左右の視野角を広げる広視野角フィルム

の採用により、画像の見やすさを向上させました。また、グレア加工を施し

透過性に優れた薄型液晶保護パネルの採用により、画面のコントラストも改善。

高解像度の12.1型SXGA+（1,400×1,050ドット）低温ポリシリコン液晶は、映像

や細かな文字もくっきりと鮮明に映しだします。さらに、東芝のタブレットPCは

ペンでの書き心地にもこだわり、タブレットペンによる文字入力や各種操作の

レスポンスを高めています。これらの総合力により、プレゼンテーションや

商談などに大きな効果を発揮します。

視野角拡大で、視認性がさらに向上。
12.1型SXGA+低温ポリシリコン液晶。

ネットワーク 快適なワイヤレス環境を実現。 ソフトウェア　PCをさらに使いやすくする多彩なソフトを搭載。
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2MBを内蔵し、より高いパフォーマンスと低消費電力を実現しています。

統合型Intel® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション

あらかじめ組み込まれたワイヤレス通信技術により、安定したワイヤレス接続を実現。

Intel® 855PMチップセット

プロセッサの能力を最大限に引き出すとともに、低消費電力も実現。

USB2.0コネクタ×2 モデムコネクタ LANコネクタ 

電源コネクタ RGBコネクタ 

セキュリティロック・スロット 

ペンホルダ セキュリティロック・スロット 

ワイヤレスコミュニケーションスイッチ＊ 

＊電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 

PCカードスロット 

赤外線ポート 

背面部 右側面部 左側面部 

有線と無線をワンタッチで自動切り換え。

ネットワーク設定ユーティリティ「ConfigFreeTM」
ノートPCは、社内、自宅、モバイルなど、さまざまな環境で使用されます。しかし、

それぞれの環境でネットワークに接続するときに、そのつど設定を切り換えるのは

面倒です。「ConfigFreeTM」は、接続設定のプロファイル（TCP/IP、Proxyなど）を

あらかじめ登録することで、ネットワーク環境が変わるたびにおこなっていた設定

変更を、ワンタッチで切り換えてくれるユーティリティです。
＊あらかじめSSIDに接続した環境でのプロファイル作成が必要です。

コ ン フ ィ グ フ リ ー

感度良好・ダイバーシティ方式アンテナ採用。

IEEE802.11b/gデュアルモード対応無線LAN
高感度ダイバーシティ方式アンテナを液晶カバー上部に設置。受信感度の良い方へ

自動的に切り換えて、安定した無線LAN通信を実現。動画や映像などの重いデータも

スピーディに転送できる高速無線LAN規格IEEE802.11gと、無線LAN通信規格

IEEE802.11bのデュアルモード対応です。

「日経産業新聞」と「日経産業消費研究所」がおこなった「製品環境度調査」で第1位!!＊

東芝のノートPC（A4オールインワンノートPC）が省エネ性能、有害物質対策やリサイクル

への取り組みなどの総合評価で第1位になりました。＊2004年7月「日経産業新聞」掲載

トリプルパスワードで個人認証を強化。

BIOS・HDD・ログインパスワード
電源投入時のBIOSパスワード、HDD内のデータを保護するHDDパスワード、Windows®

システム起動時のログインパスワードの3つの個人認証を搭載。

データの暗号化でデータ漏えいのリスクを低減。

WinSafe Lite Ver.3.1
ファイルやフォルダ単位でデータを暗号化・復号化できます。暗号化されたファイル

やフォルダは他のPCでは復号化できないため、情報漏えいのリスクを低減できます。

機密情報などのデータ流出を回避。

ハードディスクデータ消去機能
PCの廃棄・譲渡の際、記録されたデータの流出を回避するために、「ハードディスク

データ消去機能」を搭載しています。「米国国防総省方式（DoD 5220.22-M）」を採用し、

ハードディスク上のすべてのデータを復元されないよう消去し、漏えいを防ぎます。
※「ハードディスクデータ消去機能」は「Recovery Disc Creator」で作成されたリカバリディスクには搭載していません。
※ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準
搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com
（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」
をご覧ください。

システム破壊や不正アクセスを防御。

Norton AntiVirus 2004
メールやインターネット経由でのコンピュータウイルスの侵入や感染、ハッカーによる

不正アクセスなどを自動的に監視、検知、駆除できます。

物理的なロックで盗難を防止。

セキュリティロック・スロット
市販のセキュリティワイヤと接続できるため、PCそのものを盗難から守ります。

有線／ワイヤレスの自動切り換え
自分のデスクでは有線LAN接続、会議室では無線LANでアクセスする

といったときもLANケーブルをPCから抜き差しするだけで、接続や設定

を自動切り換えできます。

ワイヤレスデバイス検索機能
近くで使用されている無線LANアクセスポイントのSSIDを検出し、

レーダマップに信号の強さに応じた光点を5段階で表示します。

これにより、今どのアクセスポイントが使用可能かひと目で把握でき、

マウス操作で簡単に接続できます。

ネットワーク診断
昨日までアクセスできたネットワークが今日はつながらない…と

いうときに「ネットワーク診断」で障害の原因と解決のためのヒント

をわかりやすく表示します。接続できないときのトラブルの切り

分けも簡単です。

SUMMIT（サミット）
ネットワーク上でConfigFreeを使用しているほかのメンバーと架空の

会議室を作成できる機能です。会議に参加しているメンバーと容易に

ファイルを送受信したり、チャットをおこなうことができます。また、

セキュリティが心配な場合は会議室にパスワードを設定して、送受信

するデータを保護することもできます。

※本ソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。

独立したグラフィックチップを搭載し、CPUにかかる負担を減少。

液晶パネルの回転時にもすばやい描画を可能にし、リアリティ

あふれるパフォーマンスを発揮します。

CPUにかかる負担を軽減し、すばやい画面切り換えを実現。

NVIDIA® GeForceTM FX Go 5200搭載

セキュリティ 情報漏えいのリスクから大切なデータをガード。

環境調和 ノートPCのフロンティアとして環境調和型PCを推進。
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国際エネルギースタープログラムの基準に適合 
国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。 

詳細はWebサイト http://www.eccj.or.jp/ene-star/index_esj.htmlをご覧ください。 

省エネ法（2005年度達成目標値）の基準をクリア 
省エネルギー法改正により導入された省エネ基準である「省エネトップランナー」。その基準値を

クリアした製品づくりをしています。 

バッテリのリサイクル 
資源有効利用促進法に基づき、小形二次電池の使用の表示、排出時の取り外しを容易とする

構造にするなど、回収・リサイクルの促進に努めています。 

鉛フリーはんだ採用 

環境調和型筐体 
筐体プラスチックは焼却時にダイオキシン発生の少ない、ノンハロゲン系難燃材を使用しています。 

環境調和型プリント基板の開発と採用 
焼却処理時にダイオキシン類を発生させるハロゲン、アンチモンを含まないため、PC廃棄時の有害物質発生

を削減します。 

詳細はWebサイトhttp://dynabook.com/pc/eco/をご覧ください。 

使用済み製品の回収 

エコシンボル 
東芝では、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境

自主基準」を設定。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。 

詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htmをご覧ください。 

PCグリーンラベルの基準に対応 
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2005年度版）を満たしています。 

詳細はWebサイト  http://www.pc3r.jp/greenlabel.htmlをご覧ください。 

電子マニュアル（PDF）／再生紙使用 
マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現。添付の取扱説明書については再生紙を使用しています。 

製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現 

紙
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源
の
節
約 

環
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東芝国内パソコン環境 
自主基準適合商品 

メモがとれるデジタルノート。

Microsoft® Office OneNote® 2003（SP1適用済み）

文字と画像を縮小／拡大。

Smooth ViewTM 機能

拡大 
画面表示 

通常の 
画面表示 

CPUの処理速度や画面の輝度、HDDの停止時間設定など、

使用環境に合わせた設定を選択でき、バッテリ使用時の長時間

駆動に貢献します。

ユーザによる自由な電源設定が可能。

省電力設定ユーティリティ TOSHIBAオリジナル

TOSHIBAオリジナル

TOSHIBAオリジナル

複数台のクライアントPCを一元管理し、不正アクセスなどの

早期発見を可能にします。

システム管理者の負担を軽減。

TOSHIBA Management Console

その他ユーティリティ 

マルチメディア 

OS Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
デジタルノートアプリケーション Microsoft® Office OneNote® 2003（SP1適用済み） 

Microsoft® IME2003かな漢字変換 
Java 注1） JavaTM 2 Runtime Environment Standard Edition Version1.4.2

通信 

インターネットブラウザ Microsoft® Internet Explorer 6.0

メール Microsoft® Outlook® Express
内蔵モデム用地域選択 Internal Modem Region Select Utility

ウイルス検索/駆除 Norton AntiVirus 2004 注2） 
表示拡大 Smooth ViewTM 
PDFファイルビューア Adobe® Reader 6.0
暗号化 WinSafe Lite Ver.3.1 注3） 
ネットワーク管理 TOSHIBA Management Console
ユーザ登録 

音声認識/音声合成 

東芝お客様登録 
省電力設定ユーティリティ 注4） 
ハードディスクデータ消去機能 
ConfigFreeTM 
PC診断ツール 

プレーヤ Windows MediaTM Player 9
LaLaVoice 2001 注5） 

◎ 
◎ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

▲ 
▲ 
○ 
▲ 
▲ 

▲ 

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール、 
●…CD-ROM添付のみ、▲…プレインストール（セットアップが必要）※ 

SS M200

プロバイダ入会／ 
ADSL申込み 

＠nifty
DION
infoPepper
ODN
gooスティック 

○ 

インターネット検索 

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール、 
●…CD-ROM添付のみ、▲…プレインストール（セットアップが必要）※ 

SS M200

電力管理機能 
データ消去 
ネットワーク管理機能 
PC診断機能 

注1）Microsoft® Virtual Machine for JavaTMは、搭載されていません。 　注2）ウイルス定義ファイルは新種のウイルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から
90日間に無料でおこなうことができます。期間終了後は有料にて正規のサービスをお申し込みいただくことで、アップデートを継続して受けることができます。　注3）Ver.3.0以前のバージョンで暗号化されたファイルはVer.3.1では復号できません。
ご使用中のバージョンで復号後、バージョン変更をおこなってください。　注4）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定できます。　注5）音声入力を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房
（03-3252-6274）で販売しております。 

オプション　多彩な周辺機器が、スピーディなビジネスを支援

USB 2.0ポート スリムセレクトベイ 
電源スイッチ 

イジェクトボタン 

コネクションケーブル 

※PC本体は含まれません。 

■USB2.0をはじめ、RGB、LANコネクタなどの便利なインタフェース。

■スリムセレクトベイには「CD-ROM」＊「ハードディスク」＊の装備が可能。
＊オプション。詳しくは下記のTOSHIBA DIRECT PCにお問い合わせください。

お問い合せ：東芝ダイレクトPC by Shop1048 http://www3.toshiba.co.jp/jdirect

拡張性広がる

「タブレットマルチドック」
Web販売
専用オプション

■ソフトウェア

■オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

この製品の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の
同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない
特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1. この製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの製品の使用チャンネルを変更するか、
使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

無線LANに関するご注意

無線LAN PCカードなどを使用した場合、アンテナ
位置が内蔵アンテナに比べて低いため、障害物の
影響による通信性能の低下が起こりやすくなります。

ダイバーシティ方式の場合

2つのアンテナを液晶上部に内蔵し、受信感度
の良い方へ自動的に切り換えるダイバーシティ
方式の採用により、安定したデータの送受信を
可能にしています。

無線LAN機能を外付けにした場合

2.4DSOF4

無線LAN

アイスランド、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、
ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、
ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、
リヒテンシュタイン、ルクセンブルク

■無線LAN対応地域 2005年10月現在

Intel® CentrinoTM モバイル・テクノロジ 

当社従来製品 

当社 
従来製品 

上下角度 左右角度 

dynabook SS M200 
160L/2X モデル 

（型番：PPM221FL2P63T） 

dynabook SS M200 
160L/2X モデル 

（型番：PPM221FL2P63T） 

55° 

35° 

50° 50° 

約64% up

約25% up

M200

●当社従来製品（型番：PPM211FL2P63T）との視野角比較

ひらめいたアイデアをサッとメモする。

画面の該当部分を示しながら

効果的にプレゼンテーションをおこなう。

まるで手帳に書き込むように、

直感的に操作できる。それがタブレットPC。

dynabook SS M200

dynabook SS M200 160L/2X モデル（型番：PPM221FL2P63T）本体標準価格（税込）：400,260円

Fn キーを押しながら、1 キーor  2 キーで全体のバランスが

整ったまま画面表示の縮小／拡大をすることができます。
※アプリケーションによっては対応していない場合があります。

Webサイトの情報が簡単にはり付けられます。URLも
同時に取り込まれるため、後からすぐに参照できます。 

写真やイラストもドラッグアンド
ドロップではり付けられ、自由に
移動やサイズの調整が可能です。 

メモを好きな位置に書き込み、
自由に移動することができます。
また録音しながらメモを取ると、
書き込んだメモと録音データが
リンクするので、頭出しに便利です。 

内容や目的ごとにメモをタブ
で整理できます。 

Officeアプリケーションと連携 

Word、Excel、Outlook®などのOfficeアプリケーション
をドラッグアンドドロップではり付けられます。 

テキスト  音声 

Web

重要なメモを強調表示する
「ノートフラグ」で簡単にメモ
を整理することができます。 

マーキング 

写真 

手書きのコメントを直接入力
できます。 

手書きメモ 

情報の管理 

Copyright©1997-2005駅前探険倶楽部　http://ekitan.com/

TOSHIBAオリジナル

製　品　名 型　番 

PAME2561
PAME5121
PAME1001
PABAS046注1） 

PAMOU004
PASTY003

PATKB003注2） 
注3） IPCD085A

注3） IPCD090A3

注3） IPCD095A3

注3） 
注3） 
注3） 

IPCN071A
IPCN072A
IPCS060A-128

注3） 
注3） 
注3） 

注3）注4） 
注3）注4） 

PA2680UJ

IPCS092A

PACDD002

○ 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

SS M200 製　品　名 型　番 SS M200

増設メモリ256MB（タイプ1） 
増設メモリ512MB（タイプ1） 
増設メモリ1GB（タイプ1） 
バッテリパック（4,400mAh） 

USBボール式ホイールマウス 
テンキーパッド3（USBタイプ） 
TFT液晶ディスプレイ15型-H
TFT液晶ディスプレイ17型-E
TFT液晶ディスプレイ19型-B

IEEE802.11b/g 無線LAN ルータ 
IEEE802.11b/g 無線LAN PCカード 
東芝USBフラッシュメモリ（128MB） 

フロッピーディスクドライブ（USB）（約280g） 
ポータブルHDDドライブ（80GB） 
ポータブルHDDドライブ（40GB） 
BluetoothTM USBアダプタ 

dynabook用タブレットペン 

CD-ROMドライブ（USB接続）（本体/約245g、ケーブル） 
IPCS083A ○ CD-R/RW&DVD-ROMドライブ（USB2.0対応）（本体/約280g、ケーブル） 

DVD-ROMドライブ（USB2.0対応）（本体/約320g、ケーブル） 

注1）バッテリパックは消耗品です。　注2）テンキーパッド3に装備されたUSBポートは、USBボール式ホイールマウス（PAMOU004）のみ対応しています。　注3）製品についてのお問い合わせは東芝PC 
IOSセンターTEL：043-278-5970まで。 　注4）別途「BluetoothTM USBアダプタ」が必要となります。 

IPCS070A-80
IPCS070A-40
IPCN086A

○ BluetoothTM 光学式マウス IPCZ079A
○ BluetoothTM 光学式マウス IPCZ088A

注3） ○ 8in1 ミニメディア リーダ/ライタ IPCS078A注3） 

注3） 
IPCS091A ○ DVDスーパーマルチドライブ（USB2.0対応）（本体/約290g、ケーブル） 注3） 

※画面はハメコミ合成です。



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
「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

！

PC &ネットワーク社

PC第一事業部 〒105ｰ8001  東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

●本カタログ掲載の製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。●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Pentium、Intel SpeedStepはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
●Microsoft､Windows、Outlook､Windowsロゴ、Windowsスタートロゴは､米国Microsoft Corporationの米国およ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。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を
使用しています。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Wake On LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。
●WinSafeは、システムニーズ株式会社の登録商標です。●Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。●「PC i-repairサービス」、「ConfigFree」は株式会社東芝の商標です。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけでは再生
されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者にご依頼（有料）ください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。
詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm ■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。■付属品についてのお問い合わせは､株式会社 ITサービス（本社　TEL：044-540-2574）まで。■Microsoft®Windows® XP Tablet PC Edition 2005対応
ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本製品は、日本国のみのサポートとなります。■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およ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。■誤動作や故障により、本製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、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害に
ついては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、同梱の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、
お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・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。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、
時間設定がずれることがあります。■無線通信についてはペースメーカ（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が
発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、
実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファン等）が含まれています。24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。
社団法人　電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■本製品でフロッピーディスクをご使用の場合は、別途オプションの「フロッピーディスクドライブ（USB）」をお買い求めください。
■本カタログに記載されている数値および表記は2005年10月現在のものです。

本カタログ掲載のオプション製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

■dynabook SS M200／型番・ハードウェア仕様 
dynabook SS M200   
160L/2Xモデル 
PPM221FL2P63T

モデル名／型番 

プレインストールOS
（モバイル）テクノロジ 
プロセッサ 

キャッシュメモリ 
1次キャッシュ 

BIOS ROM
標準／最大 

メモリ 
メモリ専用スロット 
内部ディスプレイ 
外部ディスプレイ（オプション）（※4） 
内部ディスプレイと同時表示 

表示機能 ビデオRAM
グラフィックアクセラレータ 
表示色数 横画面時 
：解像度 縦画面時 
タブレット 
本体キーボード 

入力装置 ワンタッチ操作ボタン 
タブレットペンボタン 
ポインティングデバイス 

補助記憶装置 ハードディスク 
モデム 

通信機能 LAN
無線LAN

サウンド機能 
PCカードスロット 
SDカードスロット 

インタフェース 

セキュリティ機能 
バッテリ 
駆動時間 電源 
充電時間 
ACアダプタ 

環境条件 
外形寸法（突起部含まず） 
質量 
主な付属品 
ILW対応（制限付海外保証） 

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005（※1） 
Intel® CentrinoTM モバイル・テクノロジ 

Intel® Pentium® Mプロセッサ725　動作周波数1.60GHz（拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ搭載） 

統合型Intel® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション 
Intel® 855PMチップセット 

32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵） 
2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵） 

512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b
512MB／2GB（PC2700対応、DDR SDRAM）（※2） 

2スロット（※2） 
12.1型SXGA+ 低温ポリシリコンTFTカラー液晶（※3）1,400×1,050ドット（横画面時）、1,050×1,400ドット（縦画面時） 
最大2,048×1,536ドット：1,677万色（横画面時）、最大1,536×2,048ドット：1,677万色（縦画面時） 

最大1,400×1,050ドット：1,677万色（※5） 
32MB

NVIDIA® GeForceTM FX Go5200
2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット 
1,536×2,048ドット、1,440×1,920ドット、1,200×1,600ドット、1,050×1,400ドット、1,024×1,280ドット、768×1,024ドット、600×800ドット 

電磁誘導式デジタイザ、dynabook用タブレットペン 
85キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.7mm

Windowsセキュリティタブレットボタン、ESC/画面回転ボタン、クロスファンクションボタン 
4ボタン（動作設定可能） 

タッチパッド 
60GB（5,400rpm Ultra ATA100対応）（※7） 

データ:最大56kbps（V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応）、FAX:最大14.4kbps（※8） 
100Base-TX／10Base-T（自動認識） 

IEEE802.11b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応）、1～11ch（※9） 
AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム（16ビットステレオ）、モノラルスピーカ内蔵、マイク内蔵（ステレオ） 

TYPEⅡ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応） 
1スロット（※10） 

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、東芝サインログオン 
リチウムイオン（バッテリパック）（※12） 

約4.7時間（※13） 
約2.5時間（電源OFF時）／約3時間以上（電源ON時） 

AC100V～240V、50/60Hz（※14） 

温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）（※17） 
約295（幅）×249（奥行）×33.2～36.9（高さ）mm

約2.1kg（バッテリパック装着時） 

あり 
●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック（本体装着済み）　●dynabook用タブレットペン　他 

2次キャッシュ 

すべて1,677万色（※6） 
すべて1,677万色（※6） 

●RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1 　●USB2.0×2（※11） ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1　●LAN（RJ45）×1 
●モデム（RJ11）×1　●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1　●赤外線通信ポート（IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115kbps）×1

消費電力（最大） 
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 S区分0.00025（AAA）（※16） 

約8W（60W）（※15） 

ワイヤレスソリューション 
チップセット 

※1.プレインストールされているOSのみサポートいたします。　※2.あらかじめ1スロットに512MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着
されている512MBのメモリを取り外し1GBのメモリを2枚装着してください。取り付けることのできるメモリの容量は、2スロットを合わせて最大2GBまでです。　※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。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%
以上です）。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや
明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。ディスプレイを180度以上、または逆方向に回転することはできません。
180度以上、または逆方向に回転しようと無理な力は加えないでください。ディスプレイが破損するおそれがあります。　※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ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部ディスプレイとも
内部ディスプレイの色数／解像度で表示されます。　※6.内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい
解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン
表示となります。　※7.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。リカバリ領域としてあらかじめ約2.5GB使用しています。リカバリ領域以外のすべての
領域がNTFS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）。　※8.内蔵モデムは対応地域以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。K56FlexTMには対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載して
おりません。　※9.無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※10.マルチメディアカード（MMC）
には対応しておりません。SDIOには対応しておりません。　※11.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※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、使用環境により異なります。　※13.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」
（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。　※14.同梱されている
ACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブル
を現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。ACアダプタの定格入力値は120VA、定格出力値は60Wです。　※15.ACアダプタ接続時において、充電をおこなっておらず、
外部周辺機器（PCカードを含む）を接続していない状態での本体消費電力値です。　※16.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。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、
AAAは500%以上を示します。　※17.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 

■内蔵モデム対応地域 2005年10月現在
カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、
イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、
ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E.、オーストラリア、ニュージーランド、バングラデシュ、
インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、中国、台湾、香港、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、日本

バッテリのリサイクルにご協力ください。
東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進をおこなっております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店
などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

PCの再セットアップについて
ハードディスクに保存されているリカバリ用データは、市販のCDディスク／DVDディスクに保存して、リカバリCD／DVDを作成することができますが、万が一データ破損
および誤って消去した際は、リカバリ用CD／DVDを「東芝PC工房」で販売しておりますのでお問い合せください。

Intel®CentrinoTMモバイル・テクノロジ

東芝PCダイヤル（年中無休）

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。海外からの電話､携帯電話、PHS、
または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL:043-298-8780
（通話料お客様負担）までお問い合わせください。

0120-97-1048

●東京　TEL：03-3252-6274
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7ソフト99ビル2F
営業時間：10:00～18:30
電話受付：10:00～12:00 13:00～18:30
（毎週日曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

●大阪　TEL：06-6228-3115
〒541-0047 大阪市中央区淡路町1-6-9 大阪ロプロビル7Ｆ
営業時間：10:00～18:30
電話受付：10:00～12:00 13:00～18:30
（毎週日曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

受付時間／9：00～19：00〔年中無休〕

受付時間／9：00～17：30〔祝日、当社指定の休日を除く〕

東芝PC集中修理センタ

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。海外からの電話､携帯電話、PHS、
または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL:043-278-8122
（通話料お客様負担）までお問い合わせください。

・引き取り日時の指定ができます。
・引き取り先、納品先が指定できます。
・修理期間（引き取りから納品）は、約1週間です。インターネットでもお申し込みできます。
PCサイトhttp://dynabook.com/assistpc/repaircenter/index_ j .htm
携帯サイトhttp://pcrepair.jp（iモード・ボーダフォンライブ！・Ezweb）

※メーカー保証修理の場合ピックアップサービス料金は無料です。

ご自宅までピックアップにうかがいます。梱包もおまかせください。

0120-86-9192

東芝PC工房
故障かどうかご判断に迷われる場合など、直接窓口にパソコンをお持ち込みいただけると、専門の技術
スタッフが確認します。そのまま修理も受け付けています。

海外保守サポート「ILW・海外保証（制限付き）」
海外からも日本語で安心、世界36地域対応

海外保証対象地域（世界36地域）2005年10月現在

カナダ、米国、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェ－デン、
スペイン、チェコ、デンマ－ク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、
リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オ－ストラリア、ニュージーランド、インドネシア、韓国、シンガポ－ル、
タイ、フィリピン、マレ－シア、中国、台湾、香港
※準州等を除く

新製品の情報から技術的な質問まで、専門スタッフが敏速でわかりやすい回答を提供します。

サービスの制限事項・確認事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に同梱されている冊子やWebサイトでご覧ください。ご注意

お客様登録をおすすめいたします。
ご購入後「お客様登録」を「Room1048（トウシバ）」http://room1048.jp/または、製品に同梱のハガキで
お申し込みいただきますと、最新のサポート情報などをメールでお届けいたします。

東芝PC総合情報サイト dynabook.com http://dynabook.com/
ダイナブック ドット コム dynabookの製品情報や

イベント情報などをご提供します。

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、「保証書」に記載
の無料修理規定および制限事項・確認事項の範囲内で日本への引き取り修理サービス、または一部地域
での現地修理サービスをご利用いただけます。

●日本語での相談窓口／ILW Support Center TEL:81-43-303-1062
受付時間（日本時間）9：00～21：00
〔祝日、特別休日を除く。土日は19：00まで。〕

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で
修理に関するご相談をお受けします。

・ホームページから修理のお申し込みをすることができます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
・保証期間が切れても安心「有料修理サポート」開始。（一部地域を除く）

サービス
拡大！！

サービス & サポート
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