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Expect more from a new computer.

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Core、Intel Insideロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、
米国Microsof t Corporation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。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™ （ブルーレイ）、BDXL™および関連ロゴはBlu-ray Disc Associationの商標です。
●Wi-Fi、WPA、WPA2はWi-Fi Allianceの登録商標、あるいは商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスター クラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●「Sound by ONKYO」とそのロゴ、「e-onkyo Music」は、オンキヨー
株式会社の商標です。●DTSの特許については、http://patents.dts.comをご参照ください。DTS、シンボル、DTSおよびシンボルはDTS,Inc.の登録商標であり、DTS SOUND、DTS STUDIO SOUND、DTS Audio Processingは
DTS,Inc.の商標です。●i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothは、
Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●Android、Google Playは、Google Inc.の商標です。●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。●IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●その他の本カタログに
記載されている社名・商品名・サービス名などは、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。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは
https://dynabook.com/register.htmlをご覧ください。■HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■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」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。
詳しくはhttps://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■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ヵ月です。■Windows 10 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフト
ウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。
■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので､実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少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、本製品の記憶内容が変化・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。■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、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが
消去される場合がありますが、これによる損害については、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。■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・取扱説明書（マニュアル）・
その他付属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。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における使用上の注意に関する記載
内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい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ハードディスク、SSDの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、
1TB＝1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB＝1024×1024×1024×1024byte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、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、
1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期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。一般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://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）をご覧ください。■無線通信についてはペースメーカー（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。■本カタログに記載されている数値および表記は2019年1月現在のものです。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの
製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

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

dynabookは安心&充実サポート

詳しくは18～19ページをご覧ください。

※電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

＊ 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（Room dynabook/Room1048会員登録）をしていただく必要があります。Room dynabook/Room1048会員登録は
     こちらへ https://toshibadirect.jp/customer/agree.aspx

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



G

15.6型  Ｔシリーズ　P10-11▶ 15.6型  Ｘシリーズ　P9▶ 13.3型  Ｇシリーズ　P4-5▶ 13.3型  Ｒ3　P8▶ 13.3型  Ｄ7　P7▶ 12.5型  Ｖシリーズ　P6▶

あなたにぴったりのdynabookで
新生活をはじめよう。

1 9 8 5年、世界初＊2のラップトップPCを生み出し、

1 9 8 9年、d y n a b o o k誕生＊3から3 0年。

本質を極めたい。今こそ、先駆者の矜持の証を。

経験に裏打ちされた叡智の結晶として。

強さと軽量化、速さと駆動時間、拡張性とセキュリティ。

そのすべてを進化させた、本当に求められる使い心地を極めること。

これがわたしたちの培った技術と情熱を惜しみなく注いだ、Gシリーズ。

この新しい製品に、Gと名付けたことには大きな理由があります。

G e n u i n e。これこそ正真正銘の、THE  n o t e  p c。

そう言っていただくために。

d y n a b o o k  Gシリーズ。

3 0年の想いを込めた、新作です。
＊1 無破損・無故障を保証するものではありません。　＊2 1985年、T1100発売。　＊3 1989年、DynaBook J-3100 SS001発売。

世界最強モバイルを目指した
軽さ、薄さ、落下に耐える＊1強堅ボディ。
これ以上ない、存在へ。
d y n a b o o k  Gシリーズ、誕生。

きょうじ

えいち

2 3

Expect more from a new computer.
インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



76cm・26方向からの落下テスト
※写真はGシリーズではありません。

26方向からの76cm落下テスト＊7にも
耐える強堅ボディ

実生活でも起こり得るトラブルを想定し、実際の使用環境以上の

過酷な品質試験を、第三者認証機関の確認のもとで実施しています。

たとえば、世界基準の「MIL規格（MIL-STD-810G）」に準拠した10項目の

耐久テストをクリア＊7。日々安心して使っていただける堅牢性を実証

しています。 P15▶

世界最強モバイルを目指した
軽さ、薄さ、落下に耐える＊7強堅ボディ。
これ以上ない、存在へ。dynabook Gシリーズ、誕生。

＊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、dynabook 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 G8、G7のみ。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 IGZOとはインジウム（In）・ガリウム（Ga）・亜鉛（Zn）・酸素（O）
の化合物による液晶です。　＊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 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。　＊6 G8、G7は約859g、G6（パールホワイト）は約799gです。 　＊7 無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。これらのテストは
信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性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費用は、保証期間内でも有料になります。　＊8 G6、G5はバッテリー駆動
約9.5時間。　＊9 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。　＊10 G8、
G7、G6のみ。　＊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。　＊12 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。
＊13 TVコネクトスイートをご使用いただくには、本アプリケーションに対応した機器が必要となります。対応している機器についてはdynabook.comをご確認ください。また、テレビやレコーダーに録画した番組や放送中の番組を自宅の好きな
場所でご覧いただくにはホームネットワーク（有線・無線LAN）に接続している必要があります。　＊14  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。　＊15 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。
※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。Microsoft Store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。　

フルHD
（IGZO＊3・ノングレア）

TVコネクト
スイート＊13

高速無線
LAN規格

ワイヤレス
ミュージック機能＊14

ハイレゾ＊15HDMI® 4K出力＊12

先進機能が搭載された「Windows  10」が
すぐに使える

スクリーンショット機能の強化やスマートフォンとの連携機能など、

先進機能が追加された最新OSを搭載。

インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー
1.60GHz（最大3.40GHz）〈クアッドコア〉

インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー
2.20GHz（最大3.40GHz）

型番・カラー OS ディスプレイ

13.3型 FHD
高輝度・高色純度・

広視野角
（IGZO＊3・ノングレア）

軽さ

約859g

約779g
約799g

アプリケーション

Microsoft
Office Home
& Business
2019

バッテリー
　駆動時間＊1メモリモデル名

G8

G7

G6

G5

CPU

インテル®
Core™ i7-8550U プロセッサー
1.80GHz（最大4.00GHz）
〈クアッドコア〉

約779g

Windows Hello
対応認証機能

顔認証センサー＊2＊5

SSD

512GB
PCIe対応 高速SSD＊4

256GB
PCIe対応 高速SSD＊4

128GB
PCIe対応 高速SSD＊4

̶

8GB
（交換・増設不可）

4GB
（4GB×1）

4GB
（交換・増設不可）

約19時間

約9.5時間

Windows 10 Home

P1G8JPBL

P1G5JPBL

P1G6JPBW
P1G6JPBL

P1G7JPBL

dynabook Gシリーズの
詳細はWebで

Windows Hello対応
顔認証センサー＊2＊5

G8・G7・G6・G5 13.3型　プレミアムモバイルノート

（　　　　）
P1G8JPBL
P1G7JPBL
P1G6JPBL
P1G5JPBL

　 オニキスブルー　 パールホワイト

（　　　　）P1G6JPBW

　

（

バッテリー寿命も長持ち。充電の不安を解消。
「お急ぎ30分チャージ＊9」

独自の充電制御技術を生かし、わずか30分でバッテリー

駆動約8時間（G8、G7）＊1/約4時間（G6、G5）＊1の充電を実現。

バッテリー寿命への影響も少なく、お出かけ前はもちろん、

講義や会議の合間でもサッと充電できるので安心です。

お急ぎ
30分チャージ＊9

引き出す手間なく使える有線LANコネクタ。
コンパクトボディに、充実の拡張性を実現

薄型・軽量ボディに、標準の有線LANコネクタ、USB Type-C™コネ

クタを１つと通常のUSB 3 .0コネクタを2つ用意し、さらにHDMI®

出力端子も搭載。大量の画像や動画などのデータを安定して送受信

するのに便利です。USB  Power Delivery規格にも対応し、オプションの

ACアダプター（PAACA047）からの充電も可能です。

〈左より〉 USB 3.0コネクタ×2、LANコネクタ 〈左より〉 電源コネクタ、USB Type-C™コネクタ、HDMI®出力端子、
マイク入力/ヘッドホン出力端子

優れた音量・音質を実現する
「dynabook  Sound  Eng ine  by  DTS」

小型・軽量ながら優れた音量・音質を実現したオンキヨー製ステレオ

スピーカーと、多くの映画に採用されているDTS社の音響技術を

PC用に凝縮したサウンドアプリ「DTS Audio Processing」を搭載。

dynabookとDTSが共同でチューニングしたサウンドシステム

「dynabook Sound Engine by DTS」により、立体的な音響で高い

臨場感を体感できます。また、音楽、ビデオ、ゲームなど4つのサウンド

モードへワンタッチで切り替えが可能。コンテンツに合わせて最適な

サウンドを創出します。 ※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。

先
進

約19時間＊1＊8のバッテリー駆動を実現した
軽量コンパクトボディ

約19時間＊1＊8のバッテリー駆動を実現。日帰りの旅行や出張など

でも、PCのバッテリーを気にすることはありません。また、狭額縁

ディスプレイの採用などにより、コンパクトボディを実現。バッグなどに

収まりやすく、電車内など狭いスペースでの作業も可能です。

G8 G7
長
時間

堅
牢

安
心

第8世代インテル® クアッドコア＊10CPUと
PCIe対応の高速SSD＊4が生み出す快適パフォーマンス

4コア/8スレッド駆動＊10により、第7世代CPUに比べて性能がアップ＊11

した第8世代CPUを搭載。さらに、従来のSATA対応のSSDに比べ、より

高速なPCIe対応のSSD＊4を搭載しました。PCの起動やデータへのアク

セス、データの保存などを、ストレスなくスピーディーに実行できます。

高
速

音
響

拡
張

13.3型で約779g＊6の薄型モダンPC。
気がねなく持ち歩ける

車のホイールなどに使用される軽量で剛性も高いマグネシウム合金

ボディを採用。さまざまな部品の軽量化をミリグラム単位まで追求

するなど、素材や構造を根本から見直すことで約779g＊6を実現しま

した。どこへでも連れ出したくなる軽さが、ここにあります。

G6（オニキスブルー） G5
軽
量

SHARP製 IGZO＊3液晶で色彩豊かな写真・映像を楽しむ

鮮やかで豊かな色彩表現を楽しめる13.3型IGZO＊3液晶を搭載。映り込みの少ないノングレア液晶なので、明るい太陽光の

下でも見やすさが損なわれません。

鮮
明

安
全 G8 G7

赤外線顔認証＊2＊5を搭載。
サインインは、顔パスで

赤外線センサーと可視光センサーを一つにまとめた「Windows Hello」

対応の赤外線顔認証＊2＊5を搭載。通常のWebカメラよりも高い認識

率により、写真や絵による「なりすまし」を防止でき、セキュリティを

向上します。これからは、あなたの顔を画面に向けるだけでサインイン。

めんどうなパスワードの入力も不要です。

※IGZO液晶ディスプレイは、（株）半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化したものです。

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Expect more from a new computer.
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V8・V7・V6 12.5型　2 in 1  コンバーチブル

ワンタッチで、メインPCにも、
軽量タブレットにもなる。より自在に、
自分らしく。13.3型 2 in 1 デタッチャブル。

D7 13.3型　2 in 1  デタッチャブル

タブレット本体
キーボード接続時
（マグネット接続）

薄型・軽量・堅牢ボディ、インテル® クアッドコアCPU＊1搭載で
長時間駆動を実現。めざすは世界最強モバイル。

TruRecorder
（トゥルーレコーダー）

TruNote
（トゥルーノート）

TruCapture
（トゥルーキャプチャ）

Windows Hello対応
顔認証センサー＊4＊7

バックライト
キーボード

u
ル
Tru
ゥル
T

（トゥ
バックライト
キーボード

HDMI® 4K出力＊8

dynabook Vシリーズの
詳細はWebで

dynabook D7の
詳細はWebで

フルHD
（ノングレア）

フルHD
（IPS＊5方式・ノングレア）

TruRecorder
（トゥルーレコーダー）

TruNote
（トゥルーノート）

TruCapture
（トゥルーキャプチャ）

Windows Hello対応
顔認証センサー＊3＊5

高速無線
LAN規格

＊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、dynabook 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  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。　＊3 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 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 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。　＊6 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。Microsoft Store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 軽さ

タブレット：約799g
キーボード接続時：約1,179g

バッテリー
　駆動時間＊1メモリモデル名 CPU

インテル®
 Core™ i5-8250U プロセッサー
1.60GHz（最大3.40GHz）
〈クアッドコア〉

SSD

256GB
高速SSD＊4

8GB
交換・増設
不可（  　　　　）

アプリケーション

Microsoft
Office Home &
Business
2019

ディスプレイ

タッチパネル付き
13.3型 FHD
広視野角

（ノングレア）

約10時間

Windows Hello
対応認証機能OS

Windows 10 HomeP1D7MPGLD7 顔認証センサー＊3＊5

＊1 V8、V7に搭載。　＊2 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、dynabook 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。　＊3 手書き文字の認識は、仏 MyScript®社の技術を採用
しています。手書き文字を自動認識して整形しますが、意図した結果と異なる場合があります。　＊4 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、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 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。　＊8  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。　＊9 無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。これらのテストは信頼性データの
収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性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費用は、保証期間内でも有料になります。
※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。Microsoft Store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 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＊2メモリモデル名

V8

V7

CPU Windows Hello
対応認証機能SSD

インテル® Core™ i7-8550U
プロセッサー 1.80GHz（最大4.00GHz）

〈クアッドコア〉

顔認証
センサー＊4＊7

P1V8JPBL

P1V7JPBL

V6 P1V6JPBL

OS

Windows 10 Home

512GB
  高速SSD＊6

256GB
  高速SSD＊6

128GB
  高速SSD＊6

8GB
（交換・増設不可）

4GB
（交換・増設不可）

約1,059g 付属

Microsoft
Office Home
& Business
2019

インテル®  Core™ i5-8250U
プロセッサー 1.60GHz（最大3.40GHz）

〈クアッドコア〉

インテル®  Core™ i3-8130U
プロセッサー 2.20GHz（最大3.40GHz）

タッチパネル付き
12.5型 FHD

高輝度・高色純度・広視野角
（IPS＊5方式・ノングレア）

約14.5時間

約15時間

Office 2019
P14▶

軽く、薄く、頑丈。さらに、長時間使えるバッテリー駆動

どこへでもストレスなく持ち歩ける、軽さ約1,059g、薄さ約15.4mm

を実現。しかも、バッテリー駆動は約15時間＊2（V6）/約14.5時間＊2

（V8、V7）。電源につながなくても、長時間作業が続けられます。また、

アメリカ国防総省が制定するMIL規格に準拠した過酷なテストを

クリア＊9。堅牢性も実現しています。 P15▶

赤外線顔認証＊4＊7を搭載。あなたの顔がパスワードになる

「Windows Hello」対応の顔認証センサー＊4＊7を搭載。画面に顔を

向けるだけで、ロック画面をすばやく解除して自動的にサインインが

可能。赤外線顔認証＊4＊7は、写真や絵を使ったなりすましを防止でき、

セキュリティがより向上します。

高音質 harman/kardon® バスレフ型ステレオスピーカー

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。豊かで迫力のあるサウンドが楽しめます。

タッチで、ペンで。クリエイティブに楽しもう

ディスプレイを折り返すだけでタブレットに早変

わり。付属のペンでメモ書きしたり、手書きノート

アプリを使って書いた文字をテキストデータ化＊3

して利用することもできます。

う

変

ト
＊3

ペン芯径は、1.0mm。
小さな文字も書きやすい。

付属のペンで自然な手書き入力が楽しめる 30分の充電で約4時間＊1の駆動。「お急ぎ30分チャージ」＊2

独自の充電制御技術を生かし、わずか30分でバッテリー

駆動約4時間＊1の充電を実現。バッテリー寿命への影響も

少なく、お出かけ前はもちろん、講義や会議の合間でも

サッと充電できるので安心です。また、フル充電で約10

時間＊1のバッテリー駆動が可能です。

お急ぎ
30分チャージ＊2

ペン先位置を正確に検知し、小さな文字でも

思いどおりに表現できるアクティブ静電ペンを

採用。筆圧に応じて線の太さや濃淡もきめ細か

く表現でき、紙にペンで書くような自然な書き

心地を実現します。

メインPCでもタブレットでも、高い機能・性能を発揮

ノートPCでありながら、キーボード部分を取りはずせば、そのまま

タブレットとしても使える２in1 デタッチャブルです。タブレット本体

と、持ち運びに便利なキーボードは、マグネット接続で手軽に脱着が

可能。先進の第8世代インテル® クアッドコアCPUを搭載し、手書き

入力もスムーズに行えます。高い機動性で、さまざまな使い方をサ

ポートします＊6。

※画面にフィルムなどを貼った場合、出荷時の書き心地とは異なります

※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。

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Expect more from a new computer.
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