
本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

使い続けられる
クオリティがある。

2017年10月

毎日に、いいものを。

ノートPC 総合カタログ

メーカー無償保証期間を延長し、落下、水こぼし、破損、落雷等の損傷にも対応！！

延長保証サービス

http://dynabook.com/assistpc/posa/

一部制限事項があります。
詳しい利用条件は、Web
サイトまたは店頭の専用
チラシでご確認ください  

▼

このカタログの記載内容は2017年10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、設置調整費などは含まれておりません。 管理番号 PCS -227 ©1710355（1）DNP

〒135-8505  東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）

Do great things.

3 遠隔支援サービス
電話だけではうまく説明できないときは

＊
ご購入後
5年間

無料
電話だけではうまく説明できないときは、遠隔支援を活用。
オペレーターがお客様と同じ画面を共有してアドバイスします。

電話&インターネットサポート

1 まずは、充実のWebサポート
PCの使い方で困ったり、迷ったら

24時間いつでも、すばやく自分で解決できます。

http://dynabook.com/assistpc/index_ j.htm

電話サポートにかかって
きた内容をFAQに掲載!
その数なんと、約1万7千件!
知りたいことがきっと見つ
かります

2 安心の電話サポート
Webで解決できないときはコチラへ

＊
ご購入後
5年間

無料
Webで解決できないときはオペレーターが電話でお答えします。

電話サポート「使いかた相談」
受付時間 年中

無休9：00～19：00

海外からのお電話や一部のIP電話などで、
いずれの電話番号もご利用になれない
場合は右記の番号におかけください。 Tel 043-298-8780

【 　　　　　　　 】固定電話からの
ご利用はこちら 0120-97-1048通話料

無料

0570-66-6773【 　　　　　　　 】携帯電話、PHSからの
ご利用はこちら

通話料
お客様
負担

通話料
お客様
負担

東芝PCは、
安心&充実サポート

＊ ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。ご利用にはお客様会員・商品情報登録（Room1048会員登録）をしていただく必要があります。Room1048会員登録はこちらへ https://toshibadirect.jp/customer/agree.aspx

詳しくは24～27ページをご覧ください。

※POSAカード版は、保証対象製品購入後60日以内にPOSAカードをお買い
求めいただき、カード購入後30日以内にWebサイトにて保証対象製品の
登録が必要です。　※1年保証・2年保証モデルとも、同じカードで対応いた
します。　※一部取り扱いのない家電販売店もございます。

有村架純さんが出演するdynabookのTVCM・スペシャルムービー、Webにて公開中!
詳しくはこちら

TT V CM
公開中!

スペシャル
ムービー
公開中!



※ 顔認証センサーは、 V82のみ搭載。指紋認証 センサーは、T85、T75、T55、Vシリーズ、UX53、RX73に搭載。　＊1 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に
必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。　＊2 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。
顔認証 /指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。　＊3 1985年、世界初のノートPC「T1100」を商品化。

例えば、肌触りのいいシャツのように、足になじみ履くほどに

味わいのでる革靴のように、一日中座っていても疲れない椅子のように。

よい道具は、日々の営みをここちよく豊かなものにしてくれます。

私たちは、パソコンもそんな“いいもの”たちの仲間になれると考えています。

ｄｙｎａｂｏｏｋは、一人ひとりに寄りそう真のパソコンになりたいと想い、

仕事でも、学習でも、生活でも、あなたが上手くいく「きっかけ」を提供する道具になることをめざしてきました。

そのために、最新の機能や性能を身につけるだけでなく、

「使いごこちがいい」「デザインがいい」「こわれにくい」「困ったときは助けてくれる」「長く使える」といった、

人が毎日使う道具として “いいもの”といえるクオリティを追求し続けています。

暮らしは、進んでいます。

映画も音楽もネットで。プロの技術だった映像づくりが簡単に。買い物は好きなときに好きなところで。

常に進化し続けるｄｙｎａｂｏｏｋは、そんな新しい楽しさや便利をかなえるために、

先端の機能、性能、クオリティを備えています。

Tシリーズの最新モデルでは、通常の写真や映像だけでなく、

最近注目を集めている360度カメラで撮影した360度パノラマ動画、

３Ｄ動画まで独自の高画質技術＜色補正/超解像＞でより美しく鑑賞できるようになりました。

もちろん、その編集も簡単にできるようになっています。

また、東芝のＡＶ技術を活用し、スピーカー構造の研究、ネジ位置や配線まで工夫することでより明瞭で

迫力のある音が楽しめます。ＣＰＵの能力を引き出す設計によって複雑な大容量データの処理も快適に。

厳格な自社試験に加え、第三者機関による耐久テストをクリアし実証された長く安心して使える堅牢性。

標準部品であるハードディスクさえも、加速度センサー、衝撃吸収力の高いクッション材などを採用して

振動による故障の発生を軽減。セキュリティは、パスワードを打たずにすむ顔認証＊1＊2や指紋認証＊2で。

１９８５年に世界で初めてノートPC＊3を世に送り出し、３２年を超える“ものづくり”に育まれた

東芝ｄｙｎａｂｏｏｋならではの工夫と技術で、パソコンは、もっとよい道具へ。

多くの人がスマートフォンを手にする今だからこそ、使いやすくつくりのよいパソコンで、

毎日を、いいものに。ｄｙｎａｂｏｏｋからの提案です。

パソコンがいいものになると、
毎日がいいものになる。

17_秋冬総合カタログ_ 2P - 3 P_ H 2 9 7mm×W42 0mm



Photo：サテンゴールド

動画・音楽配信サービスやオリジナル番組のネット中継、SNSでの写真・動画シェアなどが日常化し、PCにもさらなる高性能化が求められています。キレイな画面や
高速処理を追求し、対応アプリケーションも充実したdynabook Tシリーズなら、3Dなどさまざまなリッチコンテンツやリッチアプリを、より快適に楽しめます。

色補正を施した高精細液晶は写真も映像も美しく、
360度動画などもキレイな映像で楽しめます。
高音質サウンド、先進の機能、打ちごこちの良いキーボード、
トラブルを未然に防ぐための堅牢ボディなど、
自社設計・自社製造ならではのものづくりのクオリティを
徹底追求し、2年保証＊1＊2を実現。
長く安心してお使いいただけます。

＊1＊2

　 サテンゴールド
Photo：T75

＊1 「2年保証」とは、メーカー無償保証期間を2年とし、引き取り修理・海外保証（制限付）が2年間となります。　＊2 T85、T75、T55のみ。T45は1年保証です。　＊3 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。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。　 ＊4 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさい
の責任は負いかねますので、ご了承ください。　＊5 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。　＊6 SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。　＊7 本製品に使われて
いるプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。
※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名 バッテリー
駆動時間＊3 保証SSD＊6/HDDOS ディスプレイ アプリケーションCPU型番・カラー 光学ドライブ

PT75EWP-BJA2
PT75EBP-BJA2
PT75EGP-BJA2
PT75ERP-BJA2

PT85EGP-BJA2
PT85ERP-BJA2

PT45EWP-SJA
PT45EBP-SJA
PT45EGP-SJA
PT45ERP-SJA

PT55EWP-BJA2
PT55EBP-BJA2
PT55EGP-BJA2

T75

T85

T55

インテル® Core™
i7-7500U プロセッサー
2.70GHz（最大3.50GHz）

インテル® Core™
 i3-7100U プロセッサー

2.40GHz

T45
インテル® Celeron®
プロセッサー 3865U

1.80GHz

〈明るく色あざやか高精細〉
15.6型ワイド FHD

高輝度・高色純度・広視野角
Clear SuperView（IPS＊5方式）

〈斜めから見てもくっきり高精細〉
15.6型ワイド FHD
広視野角

Clear SuperView（IPS＊5方式）

指紋
センサー＊4

約7時間

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
BDXL™
対応（　　   ）

DVDスーパー
マルチドライブ

Office Home ＆
Business
Premium
プラス
Office 365
サービス

2年

1年

メモリ

8GB
（8GB×1）

16GB
（8GB×2）

512GB
　SSD＊6

4GB
（4GB×1）

○
Windows
Hello対応（ 　 　    ）

̶

1TB
HDD

Windows 10 Home

美しい画面、高速処理性能で、写真や動画の編集も快適。
毎日をもっと楽しく上質にしてくれるスタンダードノート。 画面がキレ画面がキレイ ハイパフォーマンスハイパフォーマンス 音がいい音がいい

だから、
3D映像も美しい

おすすめアプリ
動画・静止画・音楽再生
■TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink＋
動画編集
■CyberLink PowerDirector 15 for TOSHIBA
静止画編集
■CyberLink PhotoDirector 8 for TOSHIBA

おすすめアプリ
3D図面作成
■caDIY3D＋（30日体験版）
動画編集
■CyberLink PowerDirector 15 for TOSHIBA
静止画編集
■CyberLink PhotoDirector 8 for TOSHIBA

おすすめアプリ
動画・静止画・音楽再生
■TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink＋
英和・和英・国語辞典
■Brain＋ for TOSHIBA
スマホ連携
■東芝スマートフォンリンク（ワイヤレスミュージック機能搭載）

だから、
3Dの図面作成もスムーズ

だから、
ハイレゾや音声読み上げも明瞭

TVやPCで培った映像技術を生かして

色補正を施したフルHDディスプレイ

に加え、東芝独自の超解像技術〈レゾ

リューションプラス〉を搭載。臨場感

あふれる3D映画&CG映像や、画質が

低くなりがちな360度パノラマ写真・

動画といったリッチコンテンツも、美しく

自然な色合いで楽しめます。

インテル® CPU＊7とその能力をより引き

出す高効率な冷却機構や高速DDR4

メモリを搭載。処理能力を徹底して

追求することで実現するハイパフォー

マンスにより、DIYをサポートする3D

図面作成も360度パノラマコンテンツ

編集も、ストレスなく自在に操ることが

できます。

名門オーディオブランド「オンキヨー」

と先進の音響テクノロジーブランド

「AUDYSSEY」がコラボレーションして

生まれた「dynabookサウンドエンジン 

by Audyssey」を搭載。ハイレゾ楽曲

から英文の音声読み上げまで、音の

広がりや明瞭度に優れた自然な音質

で楽しめます。

P6 -7▶ P6 -7▶ P8▶

dynabookなら、リッチコンテンツも、
美しい画面でスムーズに操れる。

4 5

T85・T75・T55・T45 15.6型　スタンダードノート Do great things.



独自の高画質技術〈色補正／超解像〉と高速処理で、最新の360度  コンテンツ対応アプリケーションも軽快に楽しめる。

360度パノラマ写真・動画も、キレイな映像で楽しめる

360度カメラが広く普及するにつれSNSなどで、360度パノラマコン
テンツの投稿、配信が拡大しています。「TOSHIBA Media Player by 
sMedio TrueLink＋」は、新たに360度動画再生に対応。独自の超解像
技術〈レゾリューションプラス〉で高画質化することもでき、よりキレイな画
質で360度動画を視聴することができます。

写真・動画視聴
TOSHIBA
Media Player by sMedio TrueLink＋
（超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応）

360度動画を、マルチアングルの2D動画に編集できる

360度パノラマ動画をベースに、次々とアングルを選択するだけで、
何台ものカメラを使って撮影したようにシーンが切り替わってゆく
本格的なビデオが完成する「ビューデザイナー」機能を新搭載。色
補正を施した15.6型大画面だから自然な色味で見やすく、また高速
処理により編集作業が快適です。

動画編集 CyberLink PowerDirector 15 for TOSHIBA＊4

液晶の色補正を実施。写真や動画を自然な色で楽しめる

部材の液晶ディスプレイは単純に搭載しただけでは、自然な色合いを十分に再現しきれません。
Tシリーズでは、TVやPCで培った映像技術のノウハウを生かし、設計段階から液晶ディスプレイの
特性に合わせて発色パラメータ値を調整。空や海､人肌など、あるべき色に近づけることで、写真も
動画もより自然な色で楽しむことができます。 ※写真はイメージです。

ません。
プレイの
、写真も

メージです。

自然な色合いに補正

先進機能が搭載された「Windows  10」がすぐに使える

3D作品が手軽に作れる「ペイント 3D」や使い勝手が向上した「Microsoft  Edge」など先進機能が
追加されたOSをプレインストールしています。

2017年春モデル比1. 2倍の拡大表示で、文字やアイコンも見やすい

文字表示の既定値（DPI値）を2017年春モデル
（フルHD液晶搭載）の1.2倍の大きさに設定。高
解像度で文字やアイコンが小さくなりがちなフル
HD液晶でも、拡大表示することにより、くっきりと
キレイに、見やすくなりました。

レゾリューションプラス OFF レゾリューションプラス ON※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

超解像技術「レゾリューションプラス」＊1で、
昔撮った写真や360度動画もキレイに表示

色補正や輪郭を強調して、写真や動画をより自然で美しい画質に変換。
質感や輝きを実物に近づけて再現でき、テレビの映像＊2も昔撮った写真や
ホームビデオの映像も、キレイにして楽しめます。

※写真はイメージです。

高精細でも文字が大きくて見やすい

2017年春モデル表示 1.2倍拡大表示

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

斜めから見ても美しいIPS（In  P l ane  Sw i t ch ing）方式採用のフルHD液晶を搭載

高精細のフルHD液晶は、明るくて見やすく、写真・動画から文字まで、鮮明に
映し出します。また、PC画面を上下左右の斜めから見ても、色調やコントラスト
の変化が少なく、より自然で美しい映像が楽しめるIPS（In Plane Switching）
方式を採用しています。

■より明るく、キレイ 高解像度写真も、より鮮明に表示。

HD液晶搭載従来機（T45/C）とフルHD液晶搭載モデルとの比較

HD液晶 フルHD液晶

■文字もなめらか
Webサイトの文字なども
なめらかでキレイに表示。

フルHD液晶HD液晶

インテル® CPUと高速DDR4メモリなどによるハイパフォーマンス

インテル® CPUと、その処理能力をより引き出す高効率な冷却機構を搭載。さらに、従来のDDR3Lメモリよりも
高速なDDR4メモリを採用。処理能力が向上し、写真や動画の編集作業も快適に行えます＊3。また、T85にはOSや
アプリの起動が速い512GB 高速SSD＊6と大容量16GBメモリを搭載。よりスムーズにストレスなく作業ができ
ます＊3。

dynabookのキレイな画面とハイパフォーマンスをより生かせる、おすすめ   アプリケーション

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

レゾリューションプラス OFF レゾリューションプラス ON
00：00 00：05 00：10 00：15

360度動画

2D動画

360度動画を2D動画に変換。シーンがどんどん切り替わる本格ビデオがつくれる

＊1 レゾリューションプラスは対応アプリケーション（TVコネクトスイート、TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+、TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player）上で有効になります。　＊2 「TVコネクトスイート」を使用して視聴できます。　＊3 本製品に 使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。　＊4 市販のCyberLink PowerDirector 15とは一部機能が異なります。　＊5 市販のCyberLink PhotoDirector 8とは一部機能が異なります。　＊6 SSDはソ
リッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。
※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インパクトのある写真に編集してSNSなどに投稿できる

360度カメラで撮影した写真に
発生する水平線のゆがみを
修正したり、真上や真下から
の視点で編集することも可能。
色補正を実施したディスプレイ
により、キレイな画面で編集
作業が行えます。

写真編集 CyberLink PhotoDirector 8
for TOSHIBA＊5

人物を想定して大きさをシミュレーションしたり、
木取り図と資材リストも簡単表示

日曜大工で作りたいアイテムの3D図面を簡単作成

積み木やブロックのように、直感的に材料の組み立てをシミュレーションしながら3D図面を簡単に作成で
きます。必要な材料や参考価格も表示され、図面の段階で予算がわかります。出来上がった図面をプリントし
てお店へ行けば、お買い物もスムーズ。頭の中のイメージどおりのDIY（日曜大工）が、カンタンに行えます。

3D図面作成
キャディースリーディー プラス

caDIY3D＋ （30日体験版)

360度カメラで撮った写真を…

真上からの視点で編集

真下からの視点で編集

写り込んでしまった不要物を消すのも簡単です。

写り込んでしまった
不要な人も…

きれいに消えた!

画面がキレ画面がキレイ ハイパフォーマンスハイパフォーマンス

しめる

い

表示

る。
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＊1 音楽CD を44.1kHz/16bitとし、ハイレゾ音源を192kHz/24bitとした場合。　＊2 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。　＊3 指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用した
ことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますのでご了承ください。　＊4 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。　＊5 T85、T75、T55。　＊6 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して
接続することで、4K出力が可能です。　＊7 市販のハイレゾ対応外付けDACとハイレゾ対応ヘッドホンなどをご使用ください。　＊8 Bluetooth®搭載のスマートフォンとあらかじめ設定(ペアリング設定)をする必要があります。PCの電源が
オンになっている必要があります。
※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

TruRecorder
（トゥルーレコーダー）

フルHD
（IPS＊4方式）

Windows Hello対応
指紋センサー＊2＊3＊5

TVコネクト
スイート
P20▶

高速無線
LAN規格

ワイヤレス
ミュージック機能＊8

ハイレゾ＊7HDMI® 4K出力＊6 L字プラグ小型
ACアダプター

USB×4

Office 2016

P18 -19▶ P20▶ P20▶

dynabook Tシリーズの
詳細はWebで

読み取り精度が高く、快適に操れるBlue LEDマウスを付属

Blue LEDマウスは、光学式マウスと比べて反射率・拡散率に優れて
いるため、読み取り精度が高く、 ガラスや布の上などでも使うことが
可能です。

大きなテンキー＆へこみキーで快適操作

大きくて打ちやすいテンキーを採用。また、
キートップ中央には0.2mmのへこみが
あり、確かな指掛かりで打鍵できるなど、
ユーザーの声を反映した改良を重ね、操作
感を向上しました。

ブリッジメディアスロット HDMI®出力端子USB3.0×2

LANコネクタ USB2.0×2

右側面部

左側面部

配置まで考慮した充実のインターフェース

LANコネクタはケーブルがじゃまにならず抜き差しがしやすい左側
後方に、よく使うSDカードスロット（ブリッジメディアスロット）は右
側前方に、USBは左右に2ポートずつ配置するなど、使いやすいイン
ターフェースを実現しています。

電源OFFでも、スマホなどに給電できる＊2

USBを使ってお手持ちのスマホなどに給電できる「スリープアンド
チャージ」機能に対応。電源OFFでもスリープ状態でもUSB接続で
給電ができるため、必要なときにすぐ利用できて便利です。

簡単＆安全にサインインできる指紋センサー＊2＊3

指をスライドさせるだけで、すばやくサインイン。パスワード
の入力が不要で、なりすましのリスクも軽減できます。

T75T85 T55「dynabookサウンドエンジン by Audyssey」搭載。
より自然な音質を追求

低中音域から高音域まで音の広がりや明瞭度に優れた力強いサウンドが楽しめるオンキヨー製ステレオスピーカーを搭載。低音域の再現性を高
めるためにスピーカーボックスの容量を確保したのはもちろん、底面にあるスピーカーは机からの反射による反響まで考慮してチューニングされています。

■オンキヨー製ステレオスピーカー

※音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状に
　よって異なります。

シアターの音響補正技術で世界的に評価の高いブランド「AUDYSSEY」がサウンドシステムをチューニング
しました。音のバランス調整、重低音表現など高度な音響補正技術により、洗練された立体的サウンドを再生でき、
また原音がもつ奥行きやみずみずしさまで表現。４つのサウンドモードやエフェクトを選び、イコライザーで調整
できるなど、自分好みの音づくりも楽しめます。また、ヘッドホンや外付けスピーカーで聴く場合のサウンドも
最適化してくれます。

■AUDYSSEYがチューニング

dynabookの高音質をより生かせる、おすすめアプリケーション

音の情報量がCDの約6.5倍＊1あり、CDでは聴こえなかったディテールまで表現される
原音に近いスタジオクオリティの「ハイレゾ音源」を再生できます。多彩なフォーマットを
サポートしているので、より多くのハイレゾ楽曲を楽しむことができます。
※市販のハイレゾ対応外付けDACとハイレゾ対応ヘッドホンなどをご使用ください。

DAC

ハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo
music」と連携してロックからクラ
シックまで購入・視聴ができる

ハイレゾ音源に対応。CDを超える高音質を堪能できる

ハイレゾ音源再生 TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink＋

辞書検索が簡単。クリアな音声読み上げで聴き取りやすい

ジーニアス英和辞典MX増補版、ジーニアス和英
辞典MX第2版、明鏡国語辞典MX第二版の3冊を
格納。収録語数は計31万語以上です。Webサイト
閲覧中に、すばやく語句検索ができるのはもちろん、
範囲選択した英文を音声で読み上げることも可能。
「dynabookサウンドエンジン by Audyssey」による
高音質で、英語の発音もよりクリアに聴こえます。

英和・和英・国語辞典 Brain＋ for TOSHIBA

■英和・和英・国語辞典の3冊を格納

■範囲選択した英文を音声で読み上げてくれる

ジーニアス
英和辞典
MX増補版

ジーニアス
和英辞典
MX第2版

明鏡
国語辞典
MX第二版

スマートフォンの音楽を、PCのいい音で聴ける

スマートフォンとdynabookをワイヤレス接続し、dynabookの高音質スピーカーで聴くことが可能。
PC作業をしながらでも楽しめます。

スマホ連携 東芝スマートフォンリンク（ワイヤレスミュージック機能搭載）東芝オリジナル

※Bluetooth®搭載のスマートフォンとあらかじめ設定(ペアリング設定)をする必要があります。　※PCの電源がオンになっている必要があります。

T55T75 T45HDDの磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減

PCの不安定な動きを3D加速度センサーが
キャッチし、HDDの磁気ヘッドを退避させる
「東芝HDDプロテクション」を搭載。人間の
行動とPCに加えられる振動を分析した結果に
基づき、センサー精度を最適化しています。

※無破損、無故障を保証するものではありません。

退避前 退避後

T55T75 T45

※無破損、無故障を保証するものではありません。

衝撃を緩和するフローティング構造のHDD

PC本体への衝撃が直接HDDに伝わら

ないよう、衝撃吸収力の高いクッション

材ではさみこむフローティング構造を

採用しています。

4色のカラーバリエーション

人気のサテンゴールド、リュクスホワイト、プレシャスブラックにモデナ
レッドが追加されました。T75とT45は4色から、T55は3色から、
T85は2色から選べます。

　 プレシャスブラック
　 （T75・T55・T45）

　 モデナレッド
　 （T85・T75・T45）

　 サテンゴールド
　 （T85・T75・T55・T45）

　 リュクスホワイト
　 （T75・T55・T45）

L字プラグの小型軽量ACアダプター（約140g）を付属

持ち運びがラクな軽さ約140g（電源ケーブルの質量除く）の小型軽量AC
アダプターを付属。また、L字プラグにより、PCまわりがスッキリします。

Tシリーズには、L字プラグ小型ACアダ
プターを付属（約140g）。持ち運びにも、
収納にも便利

いい音が、デジタルライフのクオリティを高めてくれる。 細部までこだわった使いやすさ、長く安心して使える堅牢性。
音がいい音がいい
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