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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。
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V82

東芝PCは、安心&充実サポート
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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

安心の電話サポート
Webで解決できないときはコチラへ

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

24時間いつでも、すばやく自分で解決できます。 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。

ご購入後
5年間

無料

ご購入後
5年間

無料

電話サポート「使いかた相談」http://dynabook.com/assistpc/index_ j.htm

電話&インターネットサポート

受付時間 年中
無休9：00～19：00

【 　　　　　 】携帯電話、PHSからの
ご利用はナビダイヤル 0570-66-6773

【 　　　　　 】固定電話からの
ご利用はフリーダイヤル 0120-97-1048 通話料

無料

＊ 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。

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

詳しくは26～29ページをご覧ください。

（　　　　）通話料
お客様
負担

このカタログの記載内容は2017年1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 -205 ©1701363（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）

東芝PCは、安心&充実サポート

1 2

3

＊

＊

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

安心の電話サポート
Webで解決できないときはコチラへ

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

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

＊ 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。

詳しくは26～29ページをご覧ください。

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

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

【 　　　　　 】携帯電話、PHSからの
ご利用はナビダイヤル 0570-66-6773

【 　　　　　 】固定電話からの
ご利用はフリーダイヤル 0120-97-1048 通話料

無料

（　　　　）通話料
お客様
負担

このカタログの記載内容は2017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、設置調整費などは含まれておりません。 管理番号 PCS -205b ©1703080（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）



RX73光学ドライブ付きモバイルノートV822in1コンバーチブルT85スタンダードノート

dynabookで、新生活をもっと便利に、自分らしく。
この春のd y n a b o o kは、最 新のC P UとO Sを全機種に搭載し、パフォーマンスが向上。　  さらに、スマートフォンに撮りためた写真や音楽をワイヤレスで取り込んで

PCの大画面や高音質スピーカーで楽しんだり。スタンダードノートからモバイルノートまで、　 新生活を便利に、自分らしくスタートできるラインアップがそろいました。

第7世代CPUと最新版OSで作業がスムーズ。 スマホの写真や動画を　 dynabookで楽しく管理。 スマホの音楽を、dynabookのいい音で聴ける。
dynabook 全機種に、最新の第7世代インテル® CPU とWindows 10 

〈Anniversary Update 適用済〉を搭載。東芝PC の技術で、ハード

ウェアとソフトウェアの連携を最適化しており、安定した動作で、

さまざまなタスクをよりスムーズに短時間で処理してくれます＊2。

卒業や入学、入社、転勤…。写真やムービ ーを撮る機会の多い春だから、スマート

フォンのコンテンツをdynabookで快 適に閲覧したり、プレイしたり、思い出

のシーンをもっとキレイに、もっと自分 好みに編集できるアプリがうれしい。

dynabookなら、これからはじまる新 生活を輝かせてくれます。

スマートフォンで聴いていたいつもの音楽を、dynabookの高音質サウンドで聴くことが

できる＊3「Bluetooth®リンク（ワイヤレスミュージック機能搭載）」を搭載。スマートフォンと

ワイヤレスでつながり、dynabookを外付けステレオスピーカー代わりに、好きな

音楽を聴くことができます。また、PC作業をしながらBGMとしても楽しめます。
※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。

P17▶P16～19▶

dynabookなら❶ dynabookなら❷ dynabookなら❸

T85 T75 T55 T45RX73 RX33V82 V72 V62 V42

■LINE UP　全機種にWindows 10 Home〈Anniversary Update 適用済〉搭載

2in1コンバーチブル 12.5型　P6～7▶ スタンダード
モバイルノート 13.3型  P8～9▶

光学ドライブ付き
モバイルノート 13.3型  P4～5▶ スタンダードノート 15.6型　P10～13▶ Windows Vista のサポートが

2017年4月11日に終了します。
サポートが切れたPCは危険です。ウイルス感染を
はじめ、さまざまなセキュリティの脅威からPCを
守るために、買い替えをおすすめしています。
dynabookなら、データ移行（引っ越し）アプリなどを
利用してすぐに使いはじめることができ、最新の
快適なPC環境で作業効率を上げることもできます。

＊1

＊1 搭載するCPUはモデルにより異なります。　＊2 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。　＊3 Tシリーズにはオンキヨー製ステレオスピーカー、Vシリーズにはharman/kardon®ステレオス ピーカー、RX73、RX33にはステレオスピーカーを搭載。　※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。2 3



安心の堅牢性と、長時間駆動約14時間＊5

PRX73CBRBJAPRX73CWRBJA PRX73CBPBJAPRX73CWPBJA

軽さと強さ、美しさを兼ね備えたマグネシウム合金ボディを採用。

また、外出先でもたっぷり使える約14時間＊5の長時間バッテリー駆

動を実現しています。

厳しい耐久テストをクリア＊2＊3

ドイツの認証機関TÜV（テュフラインランドグループ）の過酷な耐久

テストをクリア＊2＊3しています。また、製品の経年変化を短時間で確認

する高加速寿命試験「HALT」を実施。RX73の設計や製造における

品質向上に活用しています。

100kgf面加圧テスト 30cc防滴テスト76cm落下テスト

76cm

高速性と耐衝撃性に優れた512GB＊6/ 256GB＊7 S SD＊4
PRX73CBRBJAPRX73CWRBJA PRX73CBPBJAPRX73CWPBJA

書き込み速度、読み出し速度の高速化を実現した、

512GB＊6/256GB＊7 SSD＊4を搭載。耐衝撃性にも優れ、

モバイルでの機動性を高めます。
高速SSD＊4

高精細・高輝度・広視野角・ノングレア フルHD液晶

写真、動画から文字まで鮮明に

映し出す、フルHD（1,920×1,080

ドット）の高精細・高輝度・広視野角

液晶を搭載。また、映り込みが少な

くて見やすいノングレア（非光沢）

液晶を採用しています。

フルHD 液晶

最新版OS「Windows  10  〈Ann i ve r s a r y  Upda te  適用済〉」がすぐに、安心して使える

HDDの磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減＊2

PRX73CBQSJAPRX73CWQSJA

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。HDD損傷の危険性を軽減します＊2。また、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。

東芝HDD
プロテクション

写真も動画もたっぷり保存できる大容量1TB  HDD
PRX73CBQSJAPRX73CWQSJA

HDMI®出力端子、RGBコネクタ LANコネクタ

配置まで考慮した充実インターフェース

HDMI® 4K出力＊8USB3.0×3

USB3 .0コネクタを左右合わせて3個配置。1つは「スリープアンド

チャージ」に対応し、電源OFFでもスリープ状態でもスマホなどに給電

できます。さらに、HDMI®出力端子、RGBコネクタ、LAN（RJ45）など、

ユーザビリティを追求した充実のインターフェースを実現しました。

打ちやすさにこだわったキーボード

キートップ中央の0.2mmのへこみによる確かな指掛かり、19mm

ピッチで打ちやすいキーボードなど、快適な打鍵感にこだわりました。

また、タッチパッドには、切り替えが簡単な「タッチパッドON/OFF

アイコン」が搭載されています。

生体認証でログインできる「Window s  

Hello」に対応し、指をスライドさせるだけで

ログインできます。パスワードの盗難やなり

すましのリスクを軽減できます。

簡単＆安全にログインできる「Windows Hello」対応指紋センサー＊1

Windows Hello対応
指紋センサー＊1

　 グラファイトブラック　 プラチナホワイト

2色から選べます。 軽くてコンパクトだから、出かけるときは、
いつも一緒。長時間バッテリー駆動で、
講義や会議でも時間を気にせずたっぷり
使える。空いた時間には、光学ドライブ
を使って、ブルーレイ＊11やDVD映画も
楽しめる。

第7世代インテル®  CPUとDDR4メモリによる高速処理

最新の第7世代インテル® Core™ プロセッサー・

ファミリーと、従来のDDR3Lメモリよりも高速

なDDR4メモリを搭載。処理能力が向上し、

写真や動画の編集作業などが快適に行えたり、起動時間を短縮を

することもできます＊10。

型番・カラー

PRX73CWPBJA
PRX73CBPBJA

PRX73CWQSJA
PRX73CBQSJA

PRX73CWRBJA
PRX73CBRBJA

OS ディスプレイ

13.3型ワイド FHD
高輝度・
広視野角・

ノングレア液晶

軽さ

約1.35kg

約1.32kg

約1.35kg

約1.32kg

約1.44kg

約1.41kg

アプリケーション

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

バッテリー
　駆動時間＊5メモリモデル名

RX73

CPU

第7世代インテル®
Core™ i3-7100U プロセッサー

2.40GHz

第7世代インテル®
Core™ i5-7200U プロセッサー
2.50GHz（最大3.10GHz）

指紋
センサー＊1SSD/HDD

1TB HDD

512GB
  高速SSD＊4

光学ドライブ

DVDスーパー
マルチドライブ

ブルーレイ
ディスクドライブ
（BDXL™対応）256GB

  高速SSD＊4
○

Windows
Hello対応（ 　 　    ）

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）

約14時間

約11時間

Windows 10 Home
Anniversary Update

適用済〈　　　　　     〉

＊1 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。　＊2 無破損、無故障を保証するものではありません。　＊3 これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能を
お約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。浸水・排水処理後には点検と修理（有料）が必要となります。　＊4 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。　＊5 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。　＊6 PRX73CWRBJA、PRX73CBRBJAに搭載。　＊7 PRX73CWPBJA、PRX73CBPBJAに搭載。　＊8 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。　＊9 市販のハイレゾ対応外付けDACやハイレゾ対応ヘッドホンなどをご使用ください。　＊10 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。　＊11 PRX73CWRBJA、PRX73CBRBJA、PRX73CWPBJA、PRX73CBPBJAに搭載。　※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）

P21▶

Office 2016

P24 -25▶P5▶

30cc防滴
  テストクリア＊2＊3

P5▶

76cm落下
  テストクリア＊2＊3

P5▶

100kgf面加圧
  テストクリア＊2＊3

T Vコネクト
スイート

高速無線
LAN規格

P17▶

ワイヤレス
ミュージック機能

ハイレゾ＊9

P20▶

Core™ プロセッサー、光学ドライブ、長時間駆動、指紋認証＊1、
メインＰＣとして使える堅牢コンパクトオールインワン・モバイル。
モバイルのために何を省くかではなく、光学ドライブをはじめメインPCとして使える機能・性能を搭載。

最新の第7世代インテル® CPU、高速SSD＊4、8GBメモリ＊6などのハイパフォーマンスに加え、

自社開発BIOS、堅牢性などデータを守る強さも装備した、コンパクトなオールインワン・モバイルノート。

コンパクトなボディに光学ドライブを

搭載。ブルーレイ＊11やDVDを楽しんだり、

大容量データの読み込みや書き出しも

行え、大切なデータのバックアップにも

最適です。

光学ドライブ搭載

4 5

RX73 13 .3型　光学ドライブ付きモバイルノート

dynabook RX73の
詳細はWebで



あなたがふだんタブレット、モバイルPC、ノートPCでしていることを、たった一台でかなえられる珠玉の12 .5型、

2in1コンバーチブルPC。その実力はバッテリー駆動約17時間＊1だけじゃない。新しいVシリーズ誕生です。

その実力は“バッテリー駆動約17時間＊1”だけじゃない。

＊1 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。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。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 修理相談窓口へご相談ください。バッテリー
パックの交換は、保証期間内でも有料になります。　＊2 V82、V72、V62。　＊3 付属のUSB Type-C™アダプターを使い、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。　＊4 無破損、無故障を保証するも のではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃
性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。　＊5 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。　＊6 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。　＊7 ペンは、V82、V72のみ付属。V62、V42は別売の 「アクティブ静電ペン（PADPN004）」をご購入ください。　＊8 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。　＊9 転送速度は規格上の
理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。　＊10 市販のThunderbolt™ 3対応周辺機器が必要です。　＊11 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。

型番・カラー OS ディスプレイ 軽さ ペン アプリケーションバッテリー
　駆動時間＊1メモリモデル名

V82

V72

V62

V42

CPU Windows Hello
対応認証機能＊6SSD

この薄さと軽さで、バッテリー駆動約17時間＊1、
しかも頑丈。キーボードとタッチやペンの入力
切り替えもスムーズ。仕事にプライベートに、
いつも持ち歩きたくなる一台です。

第7世代インテル® Core™ i7-7500U
プロセッサー 2.70GHz（最大3.50GHz）

4GB
（交換不可）

顔認証センサー＊8、
指紋センサーPV82BMP-NJA

PV72BMP-NJA

PV62BMP-NJA

PV42BMP-NJA

Windows 10 Home
Anniversary Update

適用済〈　　　　　     〉

512GB
  高速SSD＊5

256GB
  高速SSD＊5

128GB
  高速SSD＊5

8GB
（交換不可）

約1,099g
指紋センサー

付属

オプション＊7

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

第7世代インテル®  Core™ i5-7200U
プロセッサー 2.50GHz（最大3.10GHz）

第7世代インテル® Celeron®
プロセッサー 3865U 1.80GHz

※ペンは、V82、V72のみ付属。V62、V42は別売の「アクティブ静電ペン（PADPN004）」
　をご購入ください。

①有線LANコネクタ
②USB3.0コネクタ
③HDMI®出力端子
④RGBコネクタ
⑤電源コネクタ

③ ④
① ②

USB Type-C™アダプター（付属） HDMI®
4K出力＊3

裏面

⑤

dynabook Vシリーズの
詳細については

単品カタログをご覧ください。

軽く、薄く、頑丈。さらに、長時間使える約17時間＊1のバッテリー駆動

どこへでもストレスなく持ち歩ける、軽さ約1,099g、薄さ約15.4mmを実現。しかも、バッテリー駆動時間は約17時間＊1。電源につながなくても、長時間

作業が続けられます。しかも、液晶ガラスには、擦傷、落下、衝撃による傷への耐性が高い「Corning® Gorilla® Glass 4」を採用しています。

30分の充電で約7時間＊1のバッテリー駆動。「お急ぎ30分チャージ」

これまでのノートPCづくりで培ってきた充電制御技術をさらに進化させました。わずか30分でバッテリー

駆動約7時間＊1の充電ができるので、忙しい朝にもサッと充電して出かけられます。
※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリー残量が0%を超えている状態で充電した場合は、充電後の駆動時間は7時間以上
（JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値）となります。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

モバイルノートとして 薄いのに強い、軽いのに賢い、というモバイルへ。

30分の充電で約7時間＊1利用できる

30
分 約7

時間

お急ぎ
30分チャージ

簡単＆安全にログインできる「Windows Hello対応」指紋センサー＊6、顔認証センサー＊6＊8

パスワードを入力することなく、指をセンサーにタッチするだけで、すばやくログインできる指紋センサー＊6を搭載。

“なりすまし”のリスクを軽減できるなどセキュリティも向上します。また、V82には画面に顔を向けるだけですばやく

ログインできる顔認証センサー＊6＊8も搭載しています。
Windows Hello対応
指紋センサー＊6

Windows Hello対応
顔認証センサー＊6＊8

タッチパネル付き
12.5型ワイド FHD
 高輝度・広視野角
ノングレア液晶

約17時間

専用のスピーカーボックスをハーマン・インターナショナル社と共同開発。低音域の再現力をアップするバスレフ構造の採用や、スピーカー配置を

最適化することで、力強い低音域から繊細な高音域まで幅広く再生し、豊かで迫力のあるサウンドが楽しめます。

処理性能がいちだんと向上した第7世代イン

テル® Core™ プロセッサー＊2を搭載。低消費電

力で、バッテリーも長持ち。高いパフォーマンス

を特長としたインテル®  Core™ iのUシリーズだから、メインPCとしても

パワフルで快適にお使いいただけます＊11。

快適なタイピングへの工夫も随所に

限られたスペースに、キーピッチ19mm、キースト

ローク1.5mmのフルサイズキーボードを搭載。指先に

フィットするようキートップ中央に0.2mm

のへこみをつけるなど、快適な打ち心地も

追求。バックライト付きだから、暗い場所で

も作業ができます。

原音再生を追求したharman/kardon®バスレフ型ステレオスピーカー

メインノートPCとして やりたいことを、速く、心地よく。メインで使えるパワーを身近に。

最新の第7世代インテル® Core™ プロセッサー＊2 搭載。
動画編集やゲームなどもスムーズに楽しめる

0.2mmのへこみ

※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。

バックライト
キーボード

9m キ スト

2

心

場

の

9mm、キースト

ド

2m

心地

場所

mの

mm、キ スト

ドを搭載。指先に

mm

地も

所で

0.2mm
バックライト
キーボード

タブレットとして 回すだけで、パワフルなタブレットになる。

タッチで、ペン＊7で、クリエイティブツールで。
できることがグンと広がる、高性能タブレット

好きな雑誌や本を読んだり、ペン＊7を使って資料データにメモや

修正を加えたり。CPUパワーを必要とする作業もスムーズに行えます。

手書きノートアプリを使えば、書いた文字をテキストデータ化して

利用することも可能。V62、V42は別売の

「アクティブ静電ペン」をご購入いただく

ことで、できることがさらに広がります。

最大40Gbps＊9のデータ転送。充電やビデオ出力もできる
Thunderbolt™ 3＊10（USB Type-C™）を搭載。

最大40Gbps＊9 もの高速データ転送を実現し、対応周辺機器に接続

すれば、ノートPC のパフォーマンスをパワフルに拡張することができ

ます。しかも、このコネクタ一つで、電源供給も

ディスプレイ出力も可能。付属のUSB Type-C™

アダプターを使えば、拡張性がさらに高まります。

ペン芯径は、1.0mm。
小さな文字も書きやすい。

TruCapture
（トゥルーキャプチャ）

TruRecorder
（トゥルーレコーダー）

P21▶

TruNote
（トゥルーノート）

P21▶ P21▶

高速無線
LAN規格

P17▶

ワイヤレス
ミュージック機能

TruNote Clip
（トゥルーノート クリップ）

P21▶

TruNote Share
（トゥルーノート シェア）

P21▶

76cm落下
テストクリア＊4

100kgf面加圧
テストクリア＊4

P5▶ P5▶

Office 2016

P24 -25▶
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V82・V72・V62・V42

dynabook Vシリーズの
詳細はWebで

12.5型　2in1 コンバーチブル



＊1 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。　＊2 無破損、無故障を保証するものではありません。　＊3 これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の
耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。浸水・排水処理後には点検と修理
（有料）が必要となります。　＊4 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。　＊5 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。　＊6 市販のハイレゾ対応外付けDACやハイレゾ対応ヘッドホンなどをご使用ください。
※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。

型番・カラー OS ディスプレイ 軽さ

約1.37kg

アプリケーションバッテリー
　駆動時間＊1メモリモデル名 CPU

第7世代インテル®
Celeron® プロセッサー 3865U

1.80GHz

HDD

1TB
HDD

安心の堅牢性と、バッテリー駆動約12.5時間＊1

軽さ（約1.37kg）と強さ、美しさを兼ね備えたマグネシウム合金をLCD

カバー、パームレスト部に採用。また、外出先でもたっぷり使える約12.5

時間＊1の長時間バッテリー駆動を実現しています。また、バッテリーは

取りはずしができるので、予備バッテリー（別売）に交換して作業を

続けることも可能です。

最新版OS「Windows  10  〈Ann i ve r s a r y  Upda te  適用済〉」がすぐに、安心して使える

先進の機能が追加された最新版OSをプレインストールしているので、動作検証済みで安心して使用でき、お客様自身で

手間と時間がかかるアップデートをする必要はありません。 

高速処理のDDR4メモリ搭載

従来のDDR3Lメモリよりも高速処理が可能なDDR4メモリを搭載。

最新の第7世代インテル® CPUの性能を余すところなく引き出します＊5。

電源OFFでも、スマホなどに給電できる

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」機能を搭載。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。

HDMI®出力端子、RGBコネクタ LANコネクタ

配置まで考慮した充実インターフェース

HDMI® 4K出力＊4USB3.0×3

USB3.0コネクタを左右合わせて3個配置。さらに、HDMI®出力端子、

RGBコネクタ、LAN（RJ45）など、ユーザビリティを追求した充実の

インターフェースを実現しました。

4GB
（4GB×1）

TruRecorder
（トゥルーレコーダー）

P21▶

Office 2016

P24 -25▶P9▶

30cc防滴
  テストクリア＊2＊3

P9▶

76cm落下
  テストクリア＊2＊3

P9▶

100kgf面加圧
  テストクリア＊2＊3

T Vコネクト
スイート

高速無線
LAN規格

P17▶

ワイヤレス
ミュージック機能

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

13.3型ワイド HD
高輝度・ノングレア液晶 約12.5時間

Windows 10 Home
〈Anniversary Update 適用済〉PRX33CBPNJBRX33

長時間バッテリー駆動、軽量ボ
ディ、作業がしやすい13.3型画面、
豊富なインターフェースなど、モバ
イル性能が充実。好きなときに
外に持ち出して、やりたいことが
楽しめる。

打ちやすさにこだわったキーボード

キートップ中央の0.2mmのへこみによる確かな指掛かり、19mmの

キーピッチ、1.5mmのキーストロークを確保した打ちやすいキーボード

など、快適な打鍵感にこだわりました。

悔いのない選択。
充実の性能で使いやすい端正モバイル。
13.3型で約1.37kgの軽量・堅牢ボディに、大容量1TB HDD、バッテリー駆動約12.5時間＊1、

充実のインターフェース、打ちやすいキーボード、Of f iceアプリなど、

モバイルに必要な性能と機能を凝縮。使いやすさを磨きあげた、

お求めやすいRX33を、ひとりでも多くの人へ。

リ搭載

明るくて見やすい13.3型

高輝度液晶を搭載。屋内で

の照明や外出時の日差しの

反射などによる画面への

映り込みが軽減されるノン

グレア（非光沢）液晶を採用

しています。

13.3型 高輝度・ノングレア液晶

P23▶

タッチパッド一体型ではなく、独立したクリック

ボタンを搭載し、軽くて快適な押し心地を

実現。また、「タッチパッドON/OFFアイコン」

を搭載しているので、タッチパッドを無効に

したいときなどに簡単に切り替えできます。

押しやすい独立クリックボタン

タッチパッドON/OFFアイコン

厳しい耐久テストをクリア＊2＊3

ドイツの認証機関TÜV（テュフラインランドグループ）の過酷な耐久

テストをクリア＊2＊3しています。また、製品の経年変化を短時間で確認

する高加速寿命試験「HALT」を実施。RX33の設計や製造における

品質向上に活用しています。

100kgf面加圧テスト 30cc防滴テスト76cm落下テスト

76cm

お気に入りの楽曲を、ハイレゾ音源で楽しめる

原音に近いスタジオクオリティの「ハイレゾ音源」を再生

可能。CDを超える高音質サウンドが楽しめます。 P20▶

ハイレゾ＊6

HDDの磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減＊2

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。HDD損傷の危険性を軽減します＊2。また、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。

東芝HDD
プロテクション

写真も動画もたっぷり保存できる大容量1TB  HDD
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RX33 13 .3型　スタンダードモバイルノート

dynabook RX33の
詳細はWebで



インテル® Core™ i7、大容量1TB HDD、
「Windows Hel lo」対応指紋センサー＊3、堅牢ボディなど、
ずっと磨いてきた技術を惜しみなく投入。
一つひとつにプレミアム・クオリティを追求した一台。

第7世代インテル® Core™ i7、512GB SSD、16GBメモリ、
2年保証＊1、最高レベルを求める人の一台。
CPU、ストレージ、メモリ、そのすべてにハイエンドのスペックを追求。
さらに、「Windows Hello」対応指紋センサー＊3、打ちやすいキーボードなど、
使い続けられるクオリティを堅牢ボディに搭載。性能に妥協しないあなたへ。

フルHD×ブルーレイ×高音質。
2年保証＊1のハイスタンダード。 
ブルーレイタイトルも、キレイな映像と
チューニングまで最適化された高音質で楽しめる。
美しいボディに秘められたハイパフォーマンスを、こころゆくまで。

T55

はじめての1台へ。進化した基本性能と
長くつきあえる2年保証＊1。
大容量HDD、USB×4 、
dynabookサウンドエンジン by Audysseyによる高音質、
約7.5時間＊5のバッテリー駆動、そして2年保証＊1。
堅実に使える基本性能を、端正なデザインのなかに凝縮。

＊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 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。
＊3 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。　＊4 「Microsoft Edge」での互換性のあるWebサイトとアプリのみサポートされます。　＊5 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。　※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。

メモリモデル名 バッテリー
駆動時間＊5薄さ・軽さSSD/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

PT75CWP-BJA2
PT75CBP-BJA2
PT75CGP-BJA2

PT85CBP-BJA2 
PT85CGP-BJA2 

PT55CWP-BJA2
PT55CBP-BJA2
PT55CGP-BJA2

T85

T75

T55

第7世代インテル® Core™
i7-7500U プロセッサー
2.70GHz（最大3.50GHz）

第7世代インテル® Core™
 i3-7100U プロセッサー

2.40GHz
PT45CWP-SJA2
PT45CBP-SJA2
PT45CGP-SJA2

T45
第7世代インテル® Celeron®
プロセッサー 3865U

1.80GHz

15.6型ワイド FHD
高輝度・広視野角
Clear SuperView

IPS液晶

16GB（8GB×2）

8GB（8GB×1）

指紋
センサー＊3

512GB
高速SSD＊2

約7時間

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
BDXL™
対応（　　   ）

15.6型ワイド HD
Clear SuperView液晶

DVDスーパー
マルチドライブ 約7.5時間

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

約23.7mm
約2.4kg

4GB（4GB×1）

Windows 10 Home
Anniversary Update

適用済〈　　　　　     〉

お気に入りの動画や音楽を、キレイな
大画面といい音で楽しめる。ログインや
ECサイトの決済＊4なども指紋認証＊3

で簡単＆安心。洗練された上質デザ
インは私にぴったり。毎日、ワクワク
しながら付き合える。

○
Windows
Hello対応（ 　 　    ）

̶

機能に、性能に、品質に。
上質の2年保証＊1付き
プレミアムモデル。

T75

第7世代
インテル® Core™  i7

フルHD液晶

P12▶

Windows Hello対応
指紋センサー＊3

P12▶

Windows Hello対応
指紋センサー＊3

T45

HD液晶 第7世代
インテル® Celeron®

フルHD液晶 第7世代
インテル® Core™  i3

＊1

＊1

＊1

＊1
T85

第7世代
インテル® Core™  i7

フルHD液晶

P12▶

Windows Hello対応
指紋センサー＊3

512GB
高速 SSD＊2

1TB
HDD
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T85・T75・T55・T45 15 .6型　スタンダードノート

dynabook Tシリーズの
詳細はWebで




