
PA50338JNAS  オープン価格＊
＊ オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。　※画面はハメコミ合成です。

レグザタブレットが、家電のコンシェルジュ。
スマート家電と連携して、暮らしをもっと快適に！

＊2

レグザタブレット＊2が、東芝スマート家電との連携アプリ「家電コンシェルジュ for REGZA Tablet」＊3に対応。
ホームゲートウェイ機能が加わり、外出先から＊1スマートフォン＊4でエアコン＊5のON/OFFや温度調節ができます＊6。
宅内では、洗濯終了や冷蔵庫の冷えが悪いときなどのお知らせ表示が可能＊7。
レグザタブレット＊2と東芝のスマート家電が連携＊8し、
「家電コンシェルジュ」として便利で快適な暮らしを実現します。

＊1 外出先からの操作は、iPhone iOS 7でのみ可能。また、エアコンの遠隔操作のみ可能です。　＊2 AT503。　＊3 東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。　＊4 iPhone iOS 7。AppStoreから「RZ家電リモ」のダウンロード/インストールが必要です。
エアコンの遠隔操作のみ可能です。　＊5 対応するエアコンは2013年秋発売のRAS-GDRシリーズ。本機能のご利用には別売の「HAアダプタHNW-ADB1」が必要です。　＊6 レグザタブレットは電源ON状態で宅内待機する必要があります。　＊7 対応する冷蔵庫は「GR-G56FXV」
「GR-G51FXV」、洗濯機は「TW-Z96X1L」「TW-Z96X1R」です。それぞれ別売の「HAアダプタ」が必要です。　＊8 家庭内無線LAN接続と、インターネット常時接続環境が必要です。なお、インターネット常時接続環境に必要な通信料、接続料などはお客さまのご負担になります。
ご使用の環境、電波状況、ネットワーク速度などにより、画面が正常に表示されない場合があります。　＊9 遠隔操作を行う場合は、レグザクラウドサービス「TimeOn」アカウントが必要です。　＊10 遠隔操作を行う場合は、スマート家電の周辺やお部屋にいる人などの状態が
確認できません。操作内容によっては、人などの生命、身体または財産に損害が発生するおそれがあります。遠隔操作を行っても安全であることを事前に十分確認してから操作してください。　＊11 冷蔵庫の庫内確認をする場合は別売の「庫内カメラユニットHNW-RCB1」が
必要です。　※無線通信を使用していますので、電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度は異なります｡　※「家電コンシェルジュ」は東芝ホームアプライアンス株式会社が提供するサービスです。　※ご利用いただけるサービス内容は、東芝ホームITシステム
「フェミニティ」でタブレットと連携する場合とは異なります。　※裏面の「使用上のご注意」もご覧ください。

外出先から＊1エアコンの操作ができるので、
お留守番中のペットも安心＊10！

扉の閉じ忘れ、冷えが悪い場合には、
レグザタブレット＊2にお知らせを表示。
運転状況の確認もできる！

洗濯の残り時間や終了を、
レグザタブレット＊2に
お知らせしてくれるので便利！

▲洗濯機
TW-Z96X1L、TW-Z96X1R

前面パネル内部に
HAアダプタ（別売）を取付
（専門業者による取付）

無線LAN
ブロードバンド
ルーター

前カバー内部に
HAアダプタ

（別売）を取付

上部ヒンジカバー
内部にHAアダプタ
（別売）を取付

庫内カメラユニット
（別売）を取付

▲冷蔵庫
GR-G56FXV、GR-G51FXV

▲エアコン
2013年秋発売の
RAS-GDRシリーズ

　　　　▲LEDシーリングライト
LEDH80120YLC-LT2、LEDH81120YLC-LT2、
LEDH82120YLC-LT2、LEDH82010YXLC-LT1

◀スマートフォン＊4

●エラー内容をお知らせ　●運転状況の確認
●ON/OFF、温度設定　●複数台を一括操作
●消費電力の確認

●照明の消灯
●明るさの切り替え
●照明モードの切り替え

●外出先からエアコンを
　ON/OFF・温度設定

●排水経路のつまり、洗濯物の片寄りをお知らせ
●運転終了のお知らせ　●運転状況の確認
●洗濯の残り時間の確認　●消費電力の確認
●乾燥、糸くずフィルターのつまりをお知らせ

●冷えが悪いときのお知らせ　●消費電力の確認
●設定時刻に庫内を画像で確認＊11　●製氷用水の有無確認
●運転状況確認、節電設定　●長時間の扉開放をお知らせ

▲REGZA Tablet
AT503（ホームゲートウェイ機能内蔵）

す 東芝サ ビ

無線LAN
ブロードバンド
ルーター

▲▲RR
AT503（ホ

レグザクラウドサービス
＊9

画面上で、スマート家電の
運転状況の確認や
節電設定などが可能

帰宅前に部屋を
暖めておこう＊10！

気温が
上がったから、
ペットのために
冷房ON＊10！

外出先から＊1は、
スマートフォン＊4で
コントロール！

Android™ タブレット

2014.3



プレインストールされているプラットフォームのみサポートいたします。
ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
メモリの増設はできません。
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。
液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整
してご使用ください。
横表示の場合。
フラッシュメモリの容量は1GBを10億バイトで算出しています。
無線通信距離は、周辺の電波環境、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。
5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯
無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2
（AES）に設定する必要があります。
2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
対応しているプロファイルはA2DP、AVRCP、OPP、HID、HSP、HDP、SPP、PAN（PANU）、PXP、PBAPです。ただし、プロファイル適合デバイス
すべての接続を保証するものではありません。
キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
ステレオで録音するにはソフトウェアの対応が必要です。
詳細は「カードスロット仕様」をご覧ください。
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。
市販のUSBケーブル（USB 2.0準拠 micro -A （5ピンタイプ） または、micro -B （5ピンタイプ））を使用することができます。

※1. 
※2. 
※3. 
※4. 

※5.

※6. 
※7.
※8.
※9.

※10. 
※11. 

※12. 
※13. 
※14.
※15. 
※16.

■ハードウェア仕様
モデル名（型番）

Android™ 4.2（※1）（※2）
NVIDIA® Tegra® 3  モバイルプロセッサ

AT503/38J （PA50338JNAS）

あり（引き取り修理1年）（※26）

32GB フラッシュメモリ（※7）

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 Smart ready（※10）（※11）

microSDカードスロット×1

GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー

リチウムイオンポリマー（※22）

温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）（※24）

1GB（オンボード）（※3）

本体前面（有効画素数 約120万画素）×1／本体背面（有効画素数 約300万画素）×1

ステレオスピーカー、ステレオマイク（※13）

IEEE802.11a/b/g/n準拠
（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※9）

タッチパネル（静電容量式：マルチタッチ対応）

10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶
 （広視野角/省電力LEDバックライト） 1,280×800ドット（※4）（※5）（※6）

1MB
NVIDIA® 4-PLUS-1™ モバイル用クアッドコア

最大1.30GHz

約11.5時間（※19）

AC100V～240V、50/60Hz（※23）

約260.7（幅）×178.9（奥行）×10.3（厚み）mm
約600g

●ACアダプター ●電源コード●取扱説明書 ●保証書 他

約5.0時間（電源OFF時）（※20）（※21）／約6.0時間（電源ON時）（※20）（※21）

●USB2.0 (micro-AB)×1（※15）（※16）●HDMI（micro）出力端子×1（※17）
●ヘッドセット/ヘッドホン端子（3.5mmΦミニジャック）×1（※18）

映像機器との接続には、市販の　　　　の表示があるHDMI（micro）ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証する
ものではありません。
4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、
4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。
連続動画再生時の駆動時間。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
付属のACアダプター使用時の時間です。
本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーが寿命などで
交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料になります。
付属のACアダプターは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。
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。
本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。
海外保証（制限付）の対象外であり、修理は日本国内のみのサポートとなります。

※17. 

※18. 

※19. 
※20.
※21. 
※22. 

※23. 
※24. 
※25. 
※26.

著作権保護技術CPRMには対応しておりません。
SDIOカードには対応しておりません。

※1. 
※2. 

※画面にフィルムなどを貼った場合、正しく操作できないおそれがあります。　
※AT503/38Jの詳細は「東芝タブレットカタログ（2013.6）」をご覧ください。

プラットフォーム

CPU

メモリ 容量

表示機能

ストレージ

通信機能

サウンド機能（※12）
メディアスロット（※14）

インターフェース

Webカメラ
センサー

環境条件
外形寸法（突起部含まず）
質量（※25）
主な付属品
保証

microSDメモリカード （※1）（※2）
■カードスロット仕様

microSDHCメモリカード （※1）（※2）
microSDXCメモリカード （※1）（※2）

2GB
32GB
64GB

バッテリー

電源 バッテリー

内蔵フラッシュメモリ

無線LAN（※8）

Bluetooth（※8）

コア数
キャッシュメモリ

動作周波数

ディスプレイ

タッチパネル

充電時間
駆動時間

ACアダプター

画質、音質、拡張性に優れた、
スタンダードタブレットAndroid™ 4 .2搭載d id™ 4 2搭載

10.1 型ワイド（16：10）

❺主音源を強調/低減してくれる
　「音源バランスコントロール」

❷太陽光の下でも見やすい「Adaptive Display」

❸リアルな音場を再現
　「DTS Premium Voice Pro™」

❹周囲のノイズを低減し、快適通話
　「ノイズ抑圧/マイク指向性コントロール」

楽しみを広げる拡張性
microSD、 HDMI（micro）、micro USB

多彩な高画質化・高音質化機能

約11.5時間＊2の長時間バッテリー駆動

❶鮮鋭感を上げてより美しく「レゾリューションプラス＊1」
ソフトウェア上で鮮鋭感をアップする、東芝ならで
はの「レゾリューションプラス」機能により、さまざ
まな映像をより美しい画質で描き出します。

2つのマイクを使って声が聞こえてくる方向を特定
し、周囲の雑音を除去。ビデオ通話時のノイズも
低減され、快適に通話できます。

歌声とバックミュージックを分析・分離し、歌声
を強調/低減できます。ボーカルの音声を際立た
せて聴きたい場合などに便利です。

長時間バッテリー駆動を実現。駆動時間をさらに
長くする省電力ユーティリティも搭載しました。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

変換処理前 変換処理後
■インターフェース

マルチユーザーに対応した
Android™ 4.2搭載

クアッドコアによる高い処理能力を備えた「NVIDIA® 
Tegra® 3」を搭載しています。

①ヘッドセット/ヘッドホン端子　②音量ボタン　③HDMI（micro）出力端子
④microSDカードスロット　⑤micro USB コネクタ（充電時に使用）　
⑥スピーカー　⑦ストラップホール　⑧電源スイッチ　⑨Webカメラ（前面）
⑩Webカメラ（背面）　⑪マイク

高性能で使いやすい
NVIDIA® Tegra® 3

撮影やビデオ通話が楽しめる
Webカメラ（背面：約300万画素、前面：約120万画素）

［背面］

［上側面部］

［下側面部］

［前面］ ［右側面部］［左側面部］

①
②

⑤
⑥ ⑥

⑦

③

④

⑧

⑨

⑩

⑪ ⑪

＊1 レゾリューションプラス機能は、一部のソフトウェアでのみ効果があります。　＊2 連続動画再生時の駆動時間。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより
異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、
東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。

◆「家電コンシェルジュ for REGZA Tablet」は、REGZA Tabletを使って、ご家庭のスマート家電の状態を確認したり、操作したりすることを目的
としたソフトウェアです。本製品の目的以外でのご使用から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等については、当社は
いっさい責任を負いません。◆本製品は2つのソフトウェアから構成されています。エアコンの遠隔操作機能をご利用にならない場合でも、
右記2つのソフトウェアをインストールしてください。「家電コンシェルジュ for REGZA Tablet」「家電コンシェルジュ for REGZA Tablet 遠隔
操作設定」◆REGZA Tabletを自宅の外に持ち出したり、「無線とネットワーク」の設定を変更した場合など、スマート家電とREGZA Tabletの
通信を行えない状態、またはREGZA Tabletの電源が入っていない状態では、本製品の機能をご使用いただけません。◆スマート家電との
通信方法にBluetoothを使用する場合、同時に接続できるBluetooth機器は7台までです。◆ご使用の環境により、スマート家電との通信に
失敗する場合があります。

◆エアコンの機種により遠隔操作に対応していない場合があります。詳しくは「エアコンに付属の説明書」をご確認ください。◆遠隔操作を
ご使用になる場合、家庭内ネットワークが常時インターネット接続された環境が必要です。インターネットの常時接続環境に必要な通信料、
接続料などはお客様のご負担になります。◆遠隔操作を行うスマートフォンに「RZ家電リモ」をインストールしてください。「RZ家電リモ」の
詳細については、右記URLをご覧ください。http://apps.toshiba.co.jp/◆遠隔操作を行う場合は、レグザクラウドサービス「TimeOn」アカ
ウントが必要です。「アカウントメニュー」（https://f.c.hdex.jp/tc-am-web/）において、利用規約をご確認、同意の上、作成してください。
◆遠隔操作を行う場合は、スマート家電の周辺やお部屋にいる人などの状態が確認できません。操作内容によっては、人などの生命、身体
または財産に損害が発生するおそれがあります。遠隔操作を行っても安全であることを事前に十分確認してから操作してください。◆ネット
ワーク環境の通信状態やエアコンの運転状態によっては、設定が反映されない場合があります。

◆当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社はいっ
さいの責任を負いません。◆スマート家電の詳細については、右記URLをご覧ください。http://www.toshiba.co.jp/eco/smart/index_j.htm◆「家電コン
シェルジュ for REGZA Tablet」の操作説明は右記URLをご覧ください。http://www.toshiba.co.jp/regza/tablet/benefit/1403kadenconcierge/1403.pdf
◆ご利用いただけるサービス内容は、東芝ホームITシステム「フェミニティ」でタブレットと連携する場合とは異なります。◆本サービスは予告なく
変更や終了する場合があります。◆仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。◆サービス名称およびサービスの内容は、
予告なく変更・終了する場合があります。

●本カタログに掲載されている会社名およびサービス・製品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があり
ます。●Androidは、Google Inc.の商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
■REGZA Tablet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ヵ月です。■本カタログに記載された写真、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、REGZA Tabletの記憶内容が変化・消失する場合がありますが、
これによる損害、およびREGZA Tabletの使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、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。■REGZA 
Tabletの保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■REGZA TabletはPCリサイクル対象製品には
該当しません。■REGZA Tabletを廃棄する場合は、お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切な廃棄をお願いします。なお、自治体
によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。

家電コンシェルジュ for REGZA Tablet全般について

エアコン遠隔操作について

その他

【使用上のご注意】

※すべてのメディアの動作を保証するものではありません。
　高速データ転送には対応しておりません。

管理番号 PC- 982このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費などは含まれておりません。

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」などを
よくお読みください。

安全に関する
ご注意

通話料無料東芝PCあんしんサポート 0120-97-1048
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）

※電話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。
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合  043-298-8780
東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htmをご覧ください。

通 話 料
お客様負担

通 話 料
お客様負担

デジタルプロダクツ    サービス社
デジタルプロダクツ＆サービス第一事業部
〒105-8001  東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の
個人情報保護方針のページ〈http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm〉をご覧ください。

RDシリーズサポートダイヤル
「家電コンシェルジュ for REGZA Tablet」「RZ家電リモ」に関するお問い合わせ先「REGZA Tablet」に関するお問い合わせ先

0570-00-0233
［受付時間］9:00-18:00（年中無休）
※PHS・一部のIP電話などでは、ご利用になれない場合があります。


