
クリアな声と映像で、距離を感じず話したい。

テレワークを、高速処理で快適にしたい。テ動画や映画を、美しくなめらかに楽しみたい。

サッと移動して、場所を選ばず使いたい。

2021年6月
総合カタログ

インテル® CoreTM 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。

今こそ便利に、今こそ快適に。

14.0型 ホームモバイルノート dynabook M

dynabook.com

Do great things
このカタログの記載内容は2021年6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 DBI-292 ©2106168（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

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Optane、Celeron、Intel Core、Intel Evo、インテル Evo、Intel Insideロゴ、Iris、Thunderbolt、Thunderbolt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Microsoft 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™はBlu-ray Disc Associationの商標です。●Dolby、
ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3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。●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 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、High-Definition Multimedia Interface、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。●USB Type-C™、USB-C™、USB4™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。●PCIeは、PCI-SIGの商標です。●harman/kardonロゴ、Harman Kardonは、
Harman  International社の登録商標です。●Adobe、Adobeロゴ、Adobe Illustrator、Adobe PremiereおよびPhotoshopは、Adobeの米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。●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、SSD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。■本カタログ掲載の
PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくはhttps://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partslimit.htmをご覧ください。■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。■お客様にライセンスされたソフトウェアは、ソフトウェアライセンスと保証条項に同意する必要があります。詳細は、「マイクロソフトライセンス条項

（https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/OEM/Windows/10/Useterms_OEM_Windows_10_Japanese.htm）」を参照してください。■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2021年6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、「dynabook サービスステーション」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）。

人気の「Adobe Creative Cloud」コンプリートプランが1カ月無料で体験できる
写真や動画の編集やイラストデザイン、PDFの編集など、20以上のデスクトップアプリやモバイルアプリ、
サービスが一つになった「Adobe Creative Cloud」コンプリートプランを1カ月無料で体験できます。

Adobe
Illustrator

Adobe
Photoshop
Lightroom

Adobe
Photoshop

Adobe
Premiere Pro

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。

https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

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

【 固定電話からのご利用はこちら】 【 携帯電話からのご利用はこちら】

0120-97-1048通話料
無料 0570-66-6773通話料

お客様
負担

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 通話料

お客様
負担

dynabookは安心&充実サポート

詳しくは28～31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（COCORO MEMBERS会員登録）をしていただく必要があります。
　  COCORO MEMBERS会員登録はこちらへ https://cocoromembers.jp.sharp/sic-front/member/A070101ViewAction.do?exsiteid=70900

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

■対象機種：dynabook Vシリーズ、Fシリーズ
＊ ご利用にはユーザー登録、製品情報を登録の上、dynabook専用サイトからのアクセスが必要です。

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。



はじめてでも安心して
パソコンをはじめたいなら

シリーズT・Xスタンダードノート T▶P15  X▶P16

思い出の写真や動画を
大容量保存して楽しむなら

シリーズCニュースタンダードノート ▶P12

光学ドライブでDVD映像を
大画面で楽しむなら

▶P14プレミアムスタンダードノート シリーズT

テレワークもネットショッピングも
家じゅうどこでも楽しむなら

▶P6ホームモバイルノート シリーズM

外に持ち出せる
軽さと堅牢性を求めるなら

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。（湿度テストについては実施予定）

シリーズGプレミアムモバイルノート ▶P18

就活の準備に活用したり、
カフェで調べものをするなら

シリーズSスタンダードモバイルノート ▶P20

※落下、粉塵、高度、高温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。（湿度テストについては実施予定）

4K動画編集もeSportsも。
ハイパフォーマーになるなら

©CAPCOM U.S.A., INC.

シリーズV5 in 1 プレミアムPenノート ▶P8

※粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

バーチャル旅行や動画視聴など、
家族で毎日を楽しむなら

シリーズF5 in 1 プレミアムPenノート ▶P10

プログラミングに、観察記録に。
お子さまの学ぶ意欲を高めるなら

▶P222 in 1 デタッチャブル シリーズK

今こそ便利に、今こそ快適に。

テレワークやリモート授業が普通のことになり、家で過ごす時間が増えてきました。

オンラインコミュニケーションも多方面ですすみ、PCの役割は大きく広がっています。

dynabookは、PCの使い方が一人ひとり異なることをふまえ、

より多くの方に、もっと便利に、快適に、

そして楽しく使っていただけるラインアップをご用意しました。

充実した新しい日常を、新しいdynabookで。

エンパワーテクノロジーで
最大約1.7倍＊10の高速処理を実現
CPUのハイパワーを安定して持続
させるdynabookのエンパワーテク
ノロジー搭載により、通常のPCと
比べ、最大約1.7倍＊10も高速。オン
ライン会議中に複数のアプリを立ち
上げても動作は快適です。　P25▶

MIL規格準拠のテストをクリアし、
万一の衝撃・落下にも強い＊1

dynabookは、26方向からの76cm
落下テストなど過酷な耐久試験を
実施する「MIL規格」に準拠した
テストをクリア＊2。持ち運び時の
衝撃や落下に強い堅牢性を備え
ています。　　　　　　 　P24▶

ニューノーマルに求められる
使いやすさを備えている

遠隔支援や購入後5年保証があるので、
ご購入後も安心
電話による「使いかた相談」に加え、
インターネット経由でお客様のPC
画面をスタッフが共有して的確な
説明を行う「遠隔支援サービス」も
ご購入後5年間無料。dynabook
なら、あんしんして使えます。P29▶

オンラインコミュニケーションに必要
な高感度マイクやWebカメラ、いつ
でも清潔に使える抗菌キーボード＊3、
180度開いて対面の相手と画面を
共有できるディスプレイなど、いま求め
られる使いやすさを備えています。

＊1 無破損、無故障を保証するものではありません。　＊2 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。Mシリーズは、MIL規格準拠のテストを実施予定です。　＊3 【効果の確認を行った試験機関名】
SGS-CSTC Standards Technical Service (Shanghai) Co., Ltd. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく　【抗菌を行っている対象部分の名称と方法】キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ、またはキーボードの各キーの
表面に抗菌成分を含む塗料を塗布　【試験結果】抗菌活性値2.0以上。　＊4 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。　＊5 「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。　＊9  Vシリーズ、FシリーズをTabletスタイル、Monitorスタイルで使用する場合、28Wでは動作しません。　＊10 エンパワーテクノロジー
搭載のdynabook Vシリーズとエンパワーテクノロジー非搭載のSシリーズとの「3DMARK」による性能比較値。　　 
※搭載する機能は、モデルにより異なります。　

dynabookが選ばれる理由は、ここにある。

軽さ
約2.4kg

バッテリー駆動
約7.5時間＊4 2年保証＊5

エンパワー
テクノロジー（TDP24W）

第11世代
インテル® CPU16.1型

＊7 C8、C7、C6のみ。　

軽さ
約1.79kg～

バッテリー駆動
約9.5時間＊4～

第11世代＊7

インテル® CPU15.6型

軽さ
約888g～

バッテリー駆動
約24時間＊4

エンパワー
テクノロジー（TDP28W）

第11世代
インテル® CPU13.3型

MIL規格準拠
テストをクリア＊2

軽さ
約979g

バッテリー駆動
約24時間＊4

第11世代
インテル® CPU13.3型

MIL規格準拠
テストをクリア＊2

軽さ
約1.47kg～

バッテリー駆動
約15時間＊4

エンパワー
テクノロジー（TDP28W）

第11世代
インテル® CPU14.0型

MIL規格準拠
テスト実施予定＊2

軽さ
約1.72kg

バッテリー駆動
約12.5時間＊4～

エンパワー
テクノロジー（TDP28W）＊9

エンパワー
テクノロジー（TDP28W）＊9

第11世代
インテル® CPU15.6型

MIL規格準拠
テストをクリア＊2

軽さ
約2.4kg

バッテリー駆動
約7.5時間＊4～

エンパワー
テクノロジー（TDP24W）＊6

エンパワー
テクノロジー（TDP28W）＊7

第11世代＊6

インテル® CPU15.6型

＊6 T6、X6のみ。

バッテリー駆動
約9時間＊4

第11世代＊8

インテル® CPU13.3型

軽さ
約1.109kg～

MIL規格準拠
テストをクリア＊2

＊8 S6のみ。
バッテリー駆動
約16時間＊4

10.1型 インテル® 
Celeron®

軽さ
約1.18kg
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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。

Do great things



STEP 1

ディスプレイ

シリーズ＊1

光学ドライブ

スピーカー

Wi-Fi 6＊3/ 有線LAN
生体認証

キーボード（付加機能）

質量

バッテリー駆動時間＊7

耐久性試験＊8

写真・動画編集アプリ

エンパワーテクノロジー

Microsoft Office
＊6 【効果の確認を行った試験機関名】SGS-CSTC Standards Technical Service (Shanghai) Co., Ltd.　【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく　【抗菌を行っている対象部分の名称と方法】キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ、またはキー             ボードの各キー表面に抗菌成分を含む塗料を塗布　【試験結果】 抗菌活性値2.0以上。

家の決まった場所で使うなら「スタンダード　　ノート」、部屋から部屋へ持ち運んで楽しむなら「ホームモバイルノート」、外に持ち出すことが多い場合は「モバイルノート」など。
さらに、それぞれ個性の違う「シリーズ」を　　ラインアップ。あなたがノートPCを使う場所や用途に合わせて選びましょう。

各シリーズには、CPUや       メモリ、ストレージなどのスペックが異なる「モデル」が用意されています。
それぞれできる範囲が       違うので、あなたのやりたいことに合わせて選びましょう。

＊1 カラーバリエーションは、モデルにより異なります。　＊2 モデルにより異なります。　＊3 市販のWi-Fi 6対応の周辺機器が必要です。    ＊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。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。　＊5 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。　＊7 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。　＊8 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。　
※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。

▶P14 ▶P12 ▶P6 ▶P20▶P18 ▶P22 ▶P10▶P8X▶P16
T▶P14

16.1型

厳しい自社試験をクリア

○○ / TDP 24W ○ / TDP 24W（T6、X6） ○ / TDP 28W（C8、C7、C6） ○ / TDP 28W ○ / TDP 28W ー ー ○ / TDP 28W ○ / TDP 28W

ブルーレイディスクドライブ
2way 4speakers 

○ ○ /  ○
顔認証センサー＊4

約2.4kg

約7.5時間

 Office Home & Business 2019

○

抗菌キーボード＊6、テンキー付き

15.6型

厳しい自社試験をクリア

DVDスーパーマルチドライブ
2way 4speakers  or ステレオスピーカー＊2

○ ○ /  ○
ー

約2.4kg

約9.0時間～約7.5時間

 Office Home & Business 2019

ー

抗菌キーボード＊6、テンキー付き

光学ドライブでDVD映像を
大画面で楽しむなら

プレミアムスタンダードノート

はじめてでも安心して
パソコンをはじめたいなら

スタンダードノート

T シリーズ

15.6型

厳しい自社試験をクリア

ー
ステレオスピーカー

○ ○ /  ○
顔認証センサー＊2＊4

約1.79kg～約1.94kg

約10.0時間～約9.5時間

 Office Home & Business 2019

○（C8、C7、C5、C4）/ ー（C6）

抗菌キーボード＊2＊6、テンキー付き

思い出の写真や動画を
大容量保存して楽しむなら

ニュースタンダードノート

C シリーズ

14.0型

過酷なMIL規格準拠テストを実施予定

ー
ステレオスピーカー

○ ○ /  ○
指紋センサー＊5

約1.47kg～約1.49kg

約15.0時間

 Office Home & Business 2019

○

ー

テレワークもネットショッピングも
家じゅうどこでも楽しむなら
ホームモバイルノート

M シリーズ

外に持ち出せる
軽さと堅牢性を求めるなら

13.3型

過酷なMIL規格準拠テストをクリア

ー
ステレオスピーカー 

○ ○ /  ○
顔認証センサー＊4

約888g～約908g

約24.0時間

Office Home & Business 2019

○

ー

プレミアムモバイルノート

G シリーズ

就活の準備に活用したり、
カフェで調べものをするなら

13.3型

過酷なMIL規格準拠テストをクリア

ー
ステレオスピーカー 

○ ○ /  ○
指紋センサー＊5

約1.109kg～約1.114kg

約9.0時間

 Office Home & Business 2019

○

ー

スタンダードモバイルノート

S シリーズ

プログラミングに、観察記録に。
お子さまの学ぶ意欲を高めるなら

10.1型（タッチパネル付き）

厳しい自社試験をクリア

ー
ステレオスピーカー 

ー /  ー
ー

約610g（タブレット）
約1.18kg（キーボード接続時）

約16.0時間

 Office Home & Business 2019

○（写真編集のみ）

ー

2 in 1 デタッチャブル

K シリーズ

バーチャル旅行や動画視聴など、
家族で毎日を楽しむなら

15.6型（タッチパネル付き）

過酷なMIL規格準拠テストをクリア

ー
2way 4speakers 

○ ○ /  ー
顔認証センサー＊4

約1.72kg

約13.0時間～約12.5時間

 Office Home & Business 2019

○

抗菌キーボード＊6、テンキー付き、
バックライト

5 in 1 プレミアムPenノート

F シリーズ

4K動画編集もeSportsも。
ハイパフォーマーになるなら

13.3型（タッチパネル付き）

過酷なMIL規格準拠テストをクリア

ー

Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 HomeWindows 10 Home

harman/kardon®ステレオスピーカー
○ ○ /  ー

顔認証センサー＊4

約979g

約24.0時間

 Office Home & Business 2019

○

バックライト

5 in 1 プレミアムPenノート

V シリーズT シリーズ ／ X シリーズ

T シリーズ

Core™ i7 16GB
512GB
SSDT8 

Core™ i7 8GB
512GB
SSDT7 

Core™ i7 16GB
512GB SSD＋
Optane™メモリーC8 

Core™ i7 8GB
256GB SSD＋
1TB HDDC7 

Core™ i7 8
GB

256GB
SSDT6 

Core™ i5 8
GB

256GB
SSDX6 

Core™ i7 16GB
512GB
SSDG8 

Core™ i5 8GB
256GB
SSDG6 

Core™ i7 16GB
512GB
SSDF8 

Core™ i5 8GB
256GB
SSDF6 

Core™ i7 16GB
512GB
SSDV8 

Core™ i5 8GB
256GB
SSDV6 

Core™ i3 4
GB

256GB
SSDX5 

Core™ i5 8GB
256GB
SSDS6 

Celeron® 4GB
256GB
SSDS3

Celeron® 4GB
128GB

フラッシュメモリK1 

Celeron® 4GB
64GB

フラッシュメモリK0

Celeron® 8GB
256GB
SSDX4 

Core™ i5 8GB
256GB
SSDC6 

Core™ i3 8GB
256GB SSD＋
1TB HDDC5 

Core™ i7 8GB
512GB
SSDM7 

Core™ i3 8GB
256GB
SSDM6 

Celeron® 4GB
256GB SSD＋
1TB HDDC4 

C シリーズ M シリーズ S シリーズG シリーズ K シリーズ F シリーズV シリーズT シリーズ ／ X シリーズ

STEP 2 CPU、メモリ、ストレージで選ぼう

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ
ストレージ

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ
ストレージ

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ
ストレージ

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ
ストレージ

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ
ストレージ

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ
ストレージ

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ
ストレージ

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ
ストレージ

モ
デ
ル

CPU
メ
モ
リ

ストレージ

eSportsや
4K動画編集も
スムーズ

オンラインの
会議や学習、
Officeアプリも
快適に

メールやネットを
楽しむ

高
い

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

低
い

使う場所や用途で選ぼう

あなたにぴったりの1台 へ、この2ステップで。

▶

S

▶ ▶

２年
保証

4 5

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。

Do great things



複数のアプリを立ち上げても、CPUのハイパワーを持続
させるdynabookのエンパワーテクノロジー（P25）により
高速処理し、オンライン会議もスムーズ。また、Wi-Fi 6＊3

対応により会話や音声も途切れにくく、サウンドアプリによる
クリアで聴き取りやすい音声で、快適なコミュニケーション
がはかれます。

定番のOff iceアプリはもちろん、動画ファイルの編集、
書き出し、レタッチ作業なども行える動画/写真編集アプリ
を搭載。また、キーボードは、文字や数字が見やすいセンター
印字＊6で打ち心地も追求。授業・ゼミのレポートや会議資料
の作成からクリエイティブな作品づくりまで快適に行えます。

動画やネットショッピングは見やすい14型で。課題制作も、よりクリエイティブに。 同じ画面を見ながら、次の旅行計画を。カクつかない、オンライン会議を。

家の好きな場所に移動して、スマホよりも圧倒的に見や
すい14型画面で、動画やネットショッピングが楽しめます。
約15時間＊1のバッテリー駆動や30分で駆動時間の約40％
を充電できる急速充電に対応。また、安心して持ち運べる
堅牢性も実現。テレワークの合間に、会社に持ち出したり、
就活のために持ち歩いて活用できます。

液晶ディスプレイが180度開くので、対面の相手と同じ
画面を見ながら相談したり、グループワークをすすめるの
に便利です。たとえば、旅先の紹介動画やイベント写真を
いっしょに見ながら、楽しく次の旅行計画を練ることも。
相手がより見やすいよう、画面表示をクルッと回転させて
上下を逆にすることも可能です。

＊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 市販のThunderbolt™ 4対応周辺機器が必要です。　＊3 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。　＊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 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 キーによっては、該当しないものもあります。　＊7 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。　
※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。

　 パールホワイト 　 オニキスブルー

512GB
 PCIe対応
高速SSD＊5

型番・カラー OS ディスプレイ 無線LAN 軽さ 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 Windows Hello

対応認証機能SSD＊7

M7 P1M7SPBW

M6

P1M7SPBL

256GB
 PCIe対応
高速SSD＊5

P1M6SPBW
P1M6SPBL

第11世代
インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー
3.00GHz（最大4.10GHz）〈2コア〉

第11世代
インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー
2.80GHz（最大4.70GHz）〈4コア〉 14.0型 FHD 

広視野角
（ノングレア）

8GB
（4GB×2） Wi-Fi 6

＊3 指紋
センサー＊4

Microsoft
Office Home &
Business 2019

Windows 10 Home

約1.470kg
（オニキスブルー）
約1.490kg

（パールホワイト）

約15時間

※インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵）は、M7のみ対応。

持ち運びやすさを考えて、天板に突起を設けました。

MIL規格準拠テスト
を実施予定　P24▶

Webカメラ
（シャッター付き）

ディスプレイ
180度オープン

バッテリー駆動
約15時間＊1

Thunderbolt™ 4＊2
Wi-Fi 6＊3& LANコネクタ

軽さ
約1.47kg～約1.49kg

指紋認証＊4

コンパクトな本体に
14型液晶を搭載。
テレワークも
ネットショッピングも
家じゅうどこでも楽しめる。

第11世代
インテル® CPU

dynabook Mシリーズの
詳細はWebで

6 7

ホームモバイルノート

M7・M6Mシリーズ
14.0型

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。

Do great things



4K動画編集もeSportsも。
ハイパフォーマーになれる。

亜鉛（Zn）・酸素（O）の化合物による液晶です。　＊9 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。　＊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
本品の使用状況により異なります。　＊11 筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧感知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。　＊12 実際に保存できる冊数やページ数は、ノートデータの容量やSSDの空き容量により異なります。
※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。

＊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。　＊3 市販のThunderbolt™ 4 対応周辺機器が必要です。　＊4 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。　＊5 無破損、無故障を
保証するものではありません。　＊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。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。　＊7 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。　＊8 IGZOとはインジウム（In）・ガリウム（Ga）・

モデル名

V6

型番・カラー

P1V6PPBB

P1V8PPBBV8

OS

Windows 10 Home

CPU

第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサー 2.40GHz（最大4.20GHz）〈4コア〉

第11世代 インテル® Core™ i7-1165G7
プロセッサー 2.80GHz（最大4.70GHz）〈4コア〉

SSD＊7

512GB PCIe対応
 高速SSD＊9

256GB PCle対応
 高速SSD＊9

ディスプレイ

タッチパネル付き
13.3型 FHD

高輝度・高色純度・広視野角
（IGZO＊8・ノングレア）

アプリケーション

Microsoft
Office Home & Business

2019

メモリ

16GB
（交換・増設不可）

8GB
（交換・増設不可）

新次元の高性能、インテル® Evo™ プラットフォーム搭載。楽しさが一気に加速する

先進機能が搭載された「Windows 10」がすぐに使える

インテル®が認証する、新次元の高品質ノートPCの証「インテル® Evo™ プラットフォーム」
を国内メーカーで初搭載＊。TDP（熱設計電力）28Wをdynabookのエンパワーテクノロジー
（P25）によって実現しました。第11世代 インテル® CPUによる卓越したパフォーマンス＊10、
素早い起動や応答性、長時間駆動、高い接続性など、高度な要件仕様を満たした新次元の
PC体験をご堪能いただけます。

視認性を高める、レッドのバックライトキーボード

■暗い場所でも文字が見やすく、その場の雰囲気も華やかに

Note PC スタイル eSportsも高解像度のままプレイできる。これからもずっと使える高性能を

©CAPCOM U.S.A., INC.
■ゲーミングPCでしかできなかったeSportsなどもプレイできる
■高精細写真や4K映像の編集などクリエイティブ作業にも対応

＊ 2020年11月20日発売

スマホやカメラに持ち替えなくても、タブレットのまま手軽に写真や動画を撮影できる

Tablet スタイル サッと撮影ができる。その写真にメモできる

4K
背面カメラ

約800万画素

約979gの軽量＆コンパクトボディだから、タブレットに変形して、立ったままでも、ソファで
くつろいでいても、スムーズに作業ができます。また、キーボード上部に約800万画素の
背面カメラを搭載しました。キーボード面が裏側になっていても素早く
サインインできる赤外線顔認証＊6なので、思わず撮りたくなるシャッター
チャンスも逃しません。加えて、約24時間＊2の長時間バッテリー駆動に
より、出張や旅行先でも残量を気にせず使えます。

dynabook Vシリーズの
詳細はWebで

筆圧感知レベル4,096＊11の「Wacom製アクティブ静電ペン」を付属

第11世代 インテル® CPU搭載のパワフルな性能を、手書き入力にも活用
できます。筆圧を変えて線の太さや濃淡を微妙に表現するなど繊細な
描画も楽しめます。

TruNote

アプリを100万ページ（1,000ページ×1,000冊）＊12のノートとして使えます。紙のノートと同じように太く強調したり、色分けして整理する
ことはもちろん、撮った写真に手書きで注釈を入れることも可能。日々の記録や授業のまとめなどに最適です。

手書きノートアプリ「TruNote」

Pen スタイル ペンもCPUもパワフルだから、自然に描ける。微細に描ける

筆圧感知レベル4,096＊11で、線の太さや濃淡を
思いどおりに表現できる

※画面にフィルムなどを貼った場合、操作性が変わる場合があります。

■ 画面にメモなどを書いて共有できるので、オンラインの会議や授業での
 　コミュニケーションを円滑化
■ 手書きでメモした文字や図表をデータ化できるので、資料づくりなどの効率がアップ

■対面での商談に。相手が見やすいように画面表示だけ回転できる
■キーボードだけでなく、タッチ操作やペンを使って効率的に打ち合わせ

傾きのないフラットな状態になるから、みんなで見やすい

2軸を同期させるヒンジの採用で、画面を傾きのないフラットな状態にすることができます。キー操作
で画面の上下をクルッと回転させたり、元に戻すことも可能。映り込みが少なく、斜めからでも見やすい
ノングレア・広視野角液晶なので、ミーティングや商談に使えば、画面に表示される情報を手軽にシェア
でき、会話も弾みます。

Flat スタイル 相手と画面を共有できる。表示もクルッと回転できる

高速データ転送規格「Thunderbolt™ 4＊3」×2、USB 3.1（Gen1）Type-A×1搭載など、将来も安心のインターフェース

harman/kardon®ステレオスピーカー & Dolby Atmos®が創る、迫力のサラウンド空間

Monitor スタイル 近い画面で、その場にいるような没入感を体感できる

■「Dolby Atmos®」対応コンテンツで、自宅をプライベートシアターに
■オンライン会議や授業で、イヤホンなしでもクリアに聞きとれる

コンバーチブル設計だから、省スペースで、キーボードが目に入らないMonitorスタイルに変形可能。画面が近い
のでコンテンツに集中して楽しめます。また、軽量・コンパクトボディながら、サウンドにもこだわりました。限りある
スペースをフルに活用し、大容量のスピーカーボックスと、映画館で採用されている立体音響技術「Dolby 
Atmos®(ドルビーアトモス)」を搭載。スリムボディからは想像できない厚みのあるサウンドを創出します。

Thunderbolt™ 4＊3
& Wi-Fi 6＊4

harman/kardon®
& Dolby Atmos®

MIL規格準拠テスト
をクリア＊1＊5　P24▶

4K背面カメラ &
顔認証＊6 Webカメラ

バックライト
キーボード

コンバーチブル
（5 in 1）

インテル® Evo™
プラットフォーム  

軽さ
約979g

Wacom製
アクティブ静電ペン

バッテリー駆動
約24時間＊2

＊1 落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストを
 　  クリアしています。(湿度テストについては実施予定)
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5 in 1 プレミアムPenノート

V8・V6Vシリーズ
13.3型

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。

Do great things




