本製品を使うための
準備をしましょう！

2

電源コードとACアダプターを接続する

次の図の順番どおりに行ってください。

スタートアップガイド

3

ACアダプターの電源プラグを
コンセントに差し込む

本製品を購入してから、電源を入れてインターネットなどを使えるようにするまでの作業の流
れは、次のようになっています。次の流れにそって準備してください。

1. 箱の中身を確認する
2.

＊ 5 番以降の説明は『オンラインマ
ニュアル 活用編』を参照してくだ
さい。

電源コードと
AC アダプターを
接続する

1

5.

3. 電源を入れる
4.

ACアダプター

6. インターネットに接続する

Windowsを
使えるようにする
（Windowsセットアップ）

電源コード

ウイルスチェックソフトを
使えるようにする

プラグの向きを確認して
差し込んでください。

2

電源コードのもう一方のプラグを、本製品の microUSBコネクタ（電源コネクタ）
に差し込む
ツメがある面を上（ディスプレイ側）

7. 東芝お客様登録を行う

1

付属品は
これでチェック！

箱の中身を確認する

電源コードのプラグを
ACアダプターに差し込む

誤った向きに差し込むと、
microUSBコネクタやプラグが
破損するおそれがあります。

ツメがない面を下（背面側）にして、
まっすぐに差し込んでください。

お願い
本製品に microUSB コネクタは 2 つ搭載されていますが、充電に対応しているの
は 1 つだけです。
必ずイラストの位置の microUSB コネクタ（電源コネクタ）に電源コードを差し
込んでください。

付属品がすべてそろっているか、確認してください。
付属品の内容については、付属の冊子『XXXX（ご購入の
機種名）シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■ Trademarks
●Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。
●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

この説明書は植物性大豆油インキを使用しております。
この説明書は再生紙を使用しております。

本マニュアルに掲載の商品の名称やロゴは、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。
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4-1 Windowsを使えるようにする
ウィンドウズ

電源を入れる
電源スイッチ

1

（Windows
セットアップ）

電源スイッチを押し、
ロゴが表示されたら
指をはなす

電源を入れると、
最初にこの画面が
表示されます。

確実に電源スイッチを押してください。

（表示例）

お願い
電源コードと AC アダプターを接続していても、本製品のバッテリー充電量が足り
ない場合は、電源スイッチを押しても電源が入りません。
（画面中央には、 （［バッテリー］マークに！が付いているもの）が表示されます。
完全にバッテリーが空の状態では、画面に何も表示されません。
）
この場合は、
電源コードと AC アダプターを接続したまま、
しばらくお待ちください。
本製品のバッテリーが充電されますので、その後に電源スイッチを押してください。

この画面から、Windowsセットアップを始めます。
Windowsセットアップには約10 〜 20 分かかります。
Windowsセットアップの手順は、裏面を参照してください。

Windows セットアップを始める前に
タップとは？

デジタイザーペンの取り付け／取りはずし

＊ デジタイザーペン付属モデルのみ

デジタイザーペンは、タブレット本体のペンホルダーに装着できます。

●取り付け

●取りはずし

デジタイザーペンの突起上部をペンホル
ダーに差し込み①、デジタイザーペンの
下部をタブレット側に押す②

デジタイザーペンの下部を手前に引く①

目的のアイコンやボタンを1回軽くタッチする操作を「タップ」
といいます。
また、入力欄をタップすると画面にタッチキーボードが表示さ
れます。入力したい文字や記号のキーをタップすると文字が入
力できます。

1回軽く
タッチ

お願い
操作は時間をあけないでください。しばらく操作しないと、画面に表示される内
容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障で
はありません。もう一度表示するには、 電源スイッチを短く押してください。

①

②

①

つづきは裏面へ！

4-2

Windowsを使えるようにする （Windowsセットアップ）

〜つづき〜

本シートに記載している画面は一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

1

無線 LAN（Wi-Fi）の設定を省略するので、
2 ［この手順をスキップする］をタップする

ライセンス条項の内容を最後まで確認し、
［承諾する］をタップする

無線 LAN 機能を使ったインターネットへの接続は、
セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した
場合について説明します。

［接続する］画面が表示された場合は手順 2 へ、
［すぐに使い始める
ことができます］画面が表示された場合は手順 3 へ進んでください。

［すぐに使い始めることができます］画面が表示されます。

3 ［簡単設定を使う］をタップする

4

ユーザー名を入力する
半角英数字以外は使用しないでください。
「dynabook」と入力するときは、キーボードで
D Y N A B O O K と押します。

［この PC 用のアカウントの作成］画面が表示されます。

5

6

パスワードなどを入力し①、
［次へ］をタップする②

ウイルスチェックソフトを使用するかどうか選択する
安全に本製品を使用するために、ウイルスチェックソフトの
使用を強くおすすめします。本製品に用意されている「ウイル
スバスター」を使用する場合は
のまま、
「ウイルスバスター」
を使用しない場合は
をタップして
にしてください。
ウイルスバスターはあとからでも使用開始できます。

①
「パスワード」は、半角英数字で 8 文字以上設定する
ことをお勧めします。
［もう一度パスワードを入力してください］にもう一度
パスワードを入力してください。
［パスワードのヒント］には、パスワードを忘れて
しまっても自分だけは思い出せるようなヒントを
入力してください。

②

［ご案内］画面が表示された場合は手順 6 へ、表示されない場合は
手順 8 へ進んでください。

7

東芝からのサービス情報メール用アドレスを入力し①、メール送信に同意して②、
［次へ］をタップする③
①

8

しばらくお待ちください
本製品の準備をしている画面が表示されるので、そのまま電源を切らずにお待ちください。
準備が完了すると、Windows の画面が表示されます。

すでにメールアドレスを持っていて、東芝からのサービス
情報メールを希望する場合は入力してください。
メールアドレスを入力後、
間違いがないかご確認ください。

②
画面下部の［
（2）メールアドレスのご利用目的］をタップ
して説明をよく読んでから、同意する場合は
をタップ
して
にしてください。

③
メールアドレスをまだ持っていない、またはサービス情報メールを受け取りたくない
場合は、何もしないで［次へ］をタップしてください。

（表示例）
お願い
●

電源を切る

電源を切るには、次のように操作してください。

）をタップして、
1 ［スタート］ボタン（
スタートメニューを表示させる

●

本製品の使いかたの詳細は『オンラインマニュア
ル（電子マニュアル）
』をご覧ください。
リカバリーメディアを作成しましょう。
本製品にトラブルが発生したときに備えて、あらかじめ、
リカバリーメディアを作成しておくことをおすすめします。
リカバリーメディアの作りかたは、
『オンラインマニュアル
活用編 1章  リカバリーメディアを作る』を参照してく
ださい。

2 ［電源］→［シャットダウン］をタップする
●

定期的にバックアップをとりましょう。
ファイルを誤って削除してしまったり、突然のトラブルに
よってファイルが使えなくなってしまうことがあります。
定期的にバックアップをとることをおすすめします。

●

（表示例）
Windowsを終了したあと、本製品の電源が
自動的に切れます。
（表示例）

Microsoftアカウントについて
マイクロソフト社のサービスを利用したり、Office のセッ
トアップを行ったりするときに、Microsoftアカウントが
必要な場合は、
『オンラインマニュアル 活用編 7 章 
Microsoftアカウントについて』を参照してください。

「東芝なら、しっかりサポート！」

