
＊1 視聴専用です。あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。　＊2 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。　※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが
必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。　※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。

D81

贅を尽くしたオールインワン。
３波対応W録®チューナー、大容量３TB HDD、オンキヨー製スピーカー、クアッドコア

CPU。さらに、ボタンひとつでTVが見られる「今スグTV＊1」も搭載。AVもPCも、クオリティと

使いやすさを追求したDシリーズの最高峰。

Office Home ＆
Business Premium

プラス
Office 365 サービス

PD61TBP-BWA

PD71UBP-BWA

PD51UWP-SWA

PD81TBP-BWA

メモリ ドライブモデル名

D81

D71

TVチューナー アプリケーションOS ディスプレイCPU HDD

Windows 10 Home

型番・カラー

D51

D61

PD41UBP-SWAD41

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）
8GB

（8GB×1）
4GB

（4GB×1）

3TB

2TB

2TB

1TB

1TB

DVDスーパー
マルチドライブ

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）

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™対応）

タッチパネル付き 21.5型ワイド
FHD 高輝度・広視野角
Clear SuperView IPS液晶インテル® Core™ i7-4710MQ

プロセッサー 2.50GHz（最大3.50GHz）

インテル® Core™ i7-4710MQ
プロセッサー 2.50GHz（最大3.50GHz）

3波対応
ダブル

TVチューナー
インテル® Celeron®

プロセッサー 3215U 1.70GHz

インテル® Celeron®
プロセッサー 3215U 1.70GHz

21.5型ワイド
FHD 高輝度・広視野角
Clear SuperView IPS液晶

今
ス
グ
T
V
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D71

悔いのない選択。
21.5型、快適サイズ。

悔いのない選択。21.5型、
快適サイズにクアッドコア搭載。

地上から衛星まで
2番組同時録画。4コア、3波、2録、1stクラス。

地上波・BS・110度CS対応のフルHDテレビであり、多機能なHDD

レコーダーであり、それを意のままに使えるクアッドコア搭載の高

性能PCでもある。それぞれの機能にプレミアムな価値をもった一台。

小さい文字やWebサイトが見やすい、大画面。高輝度・広視野角

IPS液晶＊2、1TB HDD、オンキヨー製スピーカーなど、基本

性能を磨いた長く使い続けられるオールインワン。

地上波・BS・110度CS対応W録®チューナー、21.5型フルHD、

オンキヨー製スピーカー。見たい番組を見たいときに大迫力で

楽しめる高性能モデル。

ブルーレイ動画も大画面でストレスなく堪能できる、クアッドコア

搭載。高輝度・広視野角IPS液晶＊2、オンキヨー製スピーカー

など、AVにも磨きをかけたオールインワン。

フルHD 液晶

P26▶

フルHD 液晶

P26▶

P33▶

P33▶

P25▶

W録®

ぜい

ファースト

BS・110度CS

インテル® Core™  i7
クアッドコア

インテル® Core™  i7
クアッドコア

D61
フルHD 液晶

P26▶

インテル® Core™  i7
クアッドコア

今スグ
TV＊1

D51
フルHD 液晶

P26▶ P33▶

D41
フルHD 液晶

P26▶

インテル® 
Celeron®

インテル® 
Celeron®

地デジ・BS・110度CS
3波対応

地デジ・BS・110度CS
3波対応

地デジ・BS・110度CS
3波対応
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3波対応W録®チューナーで見たい番組を見逃さない

＊1 D81のみ。  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。　＊2  視聴専用です。あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート
機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックスタート機能を設定すると、待機中（シャットダウン時）でも約9.3Wの待機電力がかかります。電子番組表（EPG）を取得中の場合、
TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。　＊3本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える
効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上　＊4  D71、D51、D41のみ。　＊5  D81、D61はOSのアップ
デートが必要となります。　※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。

Window s  10  Home  搭載。迫力の大画面 で、テレビも映像も音楽もたっぷり楽しめる。

21 .5型大画面IPS（In Plane Switching）液晶は、高精細で

明るく視野角が広いので、斜めから見ても自然で美しい映像

を楽しめます。また、フルHDだからハイビジョン映像をありの

ままに美しく再現。複数のウインドウを同時に見たり、写真

編集なども作業領域が広くて快適です。

CDでは聴こえなかったディテールまで表現された、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。音楽

配信サイトと連携し、多彩なハイレゾ楽曲を楽しめます。

D81には、タッチパネルを搭載。タッチ操作にも最適化

されたWindows  10  Homeを使い、指先の直感的な操作

でも作業をすることができます。

D81 D71 D51

D81 D71 D51

斜めから見ても明るくきれいな大画面

カスタマイズできる番組表

IPS液晶

HDMI®入力端子

HDMI®入力端子を搭載。ゲームの高精細モニターとして、PCのサブ

スクリーンとしてなど、多彩に活用できます。

見たい番組をすばやく探したり、お好みのチャンネルだけ絞り込んで

表示できる番組表により、ストレスなく見たい番組を探せます。

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで

高音質なサウンドを実現しました。さらに、DTSサラウンドと組み合わ

せれば、リアリティあふれるサラウンド音響が楽しめます。ナチュラル

で豊かなサウンドを再現します。

高精細液晶モニターとして使える

パワフルサウンドでAVの楽しみが広がる

CDを超える高音質サウンドが楽しめる

見やすく、探しやすい番組表

東芝液晶テレビ「REGZA」の映像技術を投入したW録®も可能な3波

対応ダブルチューナーを搭載。2番組同時録画も可能なので、テレビ

をとことん楽しむことができます。

テレビと同じように電源ボタンを押すだけで、すぐに

番組が見られる「今スグTV＊2」機能。OSを立ち上げる

ことなく、急いでテレビを見たいときに便利です。

ボタン一つで、すぐTVが見られる

P27▶

P26▶

P33▶

P27▶

タッチパネル

Windows 7 のスタート メニューとWindows 8 

のスタート画面を一つにまとめ、より使い

やすい起動画面に。目的のアプリケーション

もすぐに見つけられます。

最新OS、Windows  10  Homeをプレインストール

今スグTV

刻印が大きく打ちやすい抗菌のタイルキーボード＊3

キーボードは、キートップのローマ字部分の刻印が

大きく、見やすく打ちやすいデザインです。また、パンタ

グラフ構造により、静音性と打鍵感に優れています。

大きい刻印＆抗菌

D81

タッチ操作で、作業がはかどる D81

電源ボタンを
押して、約1秒で
パッとつく！

D81 D71 D51 D61

フルHD 液晶

ハイレゾ

高速無線
LAN規格

P26▶

T Vコネクト
スイート

P32▶

抗菌タイル
キーボード＊3

HDMI® 4K出力＊1

メモリ ドライブモデル名

D81

D71

TVチューナーOS ディスプレイCPU HDD

Windows 10 HomeD51

D61

D41

8GB
（8GB×1）

4GB
（4GB×1）
8GB

（8GB×1）
4GB

（4GB×1）

3TB

2TB

2TB

1TB

1TB

DVDスーパー
マルチドライブ

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）

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™対応）

タッチパネル付き 21.5型ワイド
FHD 高輝度・広視野角
Clear SuperView IPS液晶インテル® Core™ i7-4710MQ

プロセッサー 2.50GHz（最大3.50GHz）

インテル® Core™ i7-4710MQ
プロセッサー 2.50GHz（最大3.50GHz）

3波対応
ダブル

TVチューナー
インテル® Celeron®

プロセッサー 3215U 1.70GHz

インテル® Celeron®
プロセッサー 3215U 1.70GHz

21.5型ワイド
FHD 高輝度・広視野角
Clear SuperView IPS液晶

今
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P6▶

Cortana（コルタナ）
対応＊5

（D81・D71・D61） （D51・D41）

P31▶

ワイヤレス
ミュージック機能

TruRecorder
（トゥルーレコーダー）

P34 -35▶P33▶

CyberLink
SeeQVault Player＊4
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「Windows 10  のおさえておきたいポイント」
スペシャルサイト公開中



高画質＆高音質  のdynabookで
やりたいことか  らはじめよう！

＊1 T654/68K。　＊2 T75、T55、T67、RX82、V73、V63、RX73、D81、D71、D51、D61、D41。WUXGA液晶は、N40、N29。WUXGA+液晶は、N72。　＊3 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 音楽 CD を 44.1kHz/16bit とし、ハイレゾ音源を 192kHz/24bit とした場合。

dynabo  ok 活用術

動画や音楽が見放題、聴き放題にな　る定額制配信サービスを利用したり、

スマートフォンで撮った写真や動　 画を加工してSNSで共有したり。

これまで以上に、デジタルコンテンツ　を活用する機会が増えてきました。

dynabookなら、高画質＆高音質と便利なアプ　リで、毎日のデジタルライフを満喫できます。

PCならではのアプリが盛りだくさん。使うほどに、毎日の楽しみがどんどん広がる

米国生まれのSkullcandy（スカルキャンディー）
が、DTS Sound™の設定をチューニング。
Skul lcandyならではのハイクオリティサウ
ンドを実現します。

■パワフルで高音質なサウンドが楽しめる
　オンキヨー製ステレオスピーカー

■原音に忠実な迫力のある音が楽しめる
　harman/kardon® ステレオスピーカー

■人気オーディオブランド、Skullcandyが監修。
　表現力豊かな音の世界を堪能できる

T95 V83 V73 V63 L93 T75 T55 T45 T67 T54D81 D71 D51 D61 D41

ハイレゾ音源再生に対応。CDを超える高音質サウンドに癒やされる

音の情報量がCDの約6.5倍＊4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、「TOSHIBA  Med ia  
Player  by sMedio TrueLink+」で再生できます。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。

 TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink＋

名門オーディオブランドと連携した、こだわりのサウンドを身近に

モデルの個性に合わせてサウンドを追求。名門オーディオブランドと連携した、こだわりのいい音をお楽しみください。

ハイクオリティサウンドシステム

■ハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」と連携
国内最大級の楽曲数を誇るハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」と連携しています。
e-onkyo musicサイトには、ロック/ポップス、ジャズ、クラシックなどさまざまなジャンルの
音源が取りそろえてあり、購入・試聴ができます。

DAC

TOSHIBA Media Player by 
sMedio TrueLink+

e-onkyo music

高音質高画質

■より明るく、キレイ【フルHD液晶】
高解像度写真も、より鮮明に表示。

フルHD液晶HD液晶＊1

■文字もなめらか【フルHD液晶】
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＊1

HD液晶搭載従来機＊1とフルHD液晶搭載モデル＊2との比較

■広視野角だから、斜めから見ても美しい

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

4K解像度でテレビに出力。圧倒的な迫力と美しさをたっぷりと
4K出力対応

■ネット動画などの4Kコンテンツを
　テレビに出力して大画面で楽しめる
4Kのネット動画や、デジタルカメラで撮影した4K写真を、
高精細のまま大画面に映し出せます。専用IC搭載により、
安定した4K映像出力＊3を実現しています。

ハイスピード
HDMI®ケーブル 4K対応テレビ＊3

高精細・高輝度液晶で、美しいコンテンツをキレイなまま楽しめる

フルHD（1,920×1,080ドット）、WUXGA（1,920×1,200ドット）、WUXGA+
（1,920×1,280ドット）液晶は、解像度がHD（1,366×768ドット）液晶の
約2倍。より高精細な表現を可能にします。また、高輝度
だから明るくて見やすく、写真・動画から文字まで、鮮明
に映し出します。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

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
映像が楽しめます。

高画質液晶

写真・動画編集 P28-29 スマホ連携 P30-31 テレビ視聴 P32-33 安心アプリ P37手書き入力 P34-35
（デジタルノート）

TransferJet P36
（トランスファージェット）

※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。

26 27※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。  「ソフトウェア対応表（44～45ページ）」「仕様表（46～52ページ）」「できること対応表（62～63ページ）」をご覧ください。　※画面はハメコミ合成です。



2台のカメラを切り替えて臨場感を演出できる
「マルチカムデザイナー」

ビデオカメラやスマートフォンで同時撮影された2本の映像を、
まるでテレビ番組のカメラのように切り替えて1つのビデオに
編集できます。

デスクトップの映像を手軽に録画できる
「スクリーンレコーダー」

デスクトップ全体、任意の部分、または起動しているソフトの
画面だけを選択して録画することができます。

＊1 市販のCyberLink PhotoDirector 7とは一部機能が異なります。　＊2 市販のCyberLink PowerDirector 14とは一部機能が異なります。

プロ並みのビデオ作品が、直感的な操作で出来上がる

家庭用ビデオカメラなどで撮影したビデオを、ドラッグ＆ドロップといった直感的な操作で、カットやエフェクト、
字幕・タイトル挿入などの編集が可能。アクションカメラの映像編集や2台のカメラの同期など、プロ並みのビデオ
編集も手軽に楽しめます。

色調整のほか、不要物を自然に取り除く機能、人物専用の補正ツールなど個性的な編集ツールも備えています。
RAWデータの編集もサポートし、レイヤーを使った編集や4Kフォトスライドショーの作成も可能です。

大胆にして自然な仕上がりの写真加工・編集が楽しめる
CyberLink PowerDirector 14 for TOSHIBA＊2 / CyberLink Screen Recorder for TOSHIBACyberLink PhotoDirector 7 for TOSHIBA＊1

アクションカメラで撮った映像も編集できる
「アクションカメラセンター」

人気のアクションカメラで撮影したアウトドアムービーを補正
したり、ユニークなエフェクトを加えることができます。

▼広角レンズによる地平線のゆがみも補正できる

消した部分が自然な仕上がりになる
「コンテンツ解析除去」

不要な対象物を写真から取り除けます。消した部分の背景を
自動補完するので、自然な仕上がりを実現します。

▼不要物を消してイメージどおりの作品に

階層を使ったアーティスティックな編集が楽しめる「レイヤー編集」
階層構造で画像編集ができるレイヤーツールを搭載。最大100枚のレイヤーを利用でき、14種類の描画モードが用意されています。
レイヤー名の変更、複製、削除、写真の調整、結合などの機能が用意され、奇抜な合成画像なども手軽に作成できます。

人物が映った写真を補正するツールが「ビューティーメイク」。人物写真や集合写真をかんたんな操作で美しく仕上げることができます。
顔をパーツごとに補正したり、体型をシャープに補正することもできます。

▼複数のレイヤーを重ねて、幻想的な作品に仕上げる

人物の顔や体型をより自然に美しく整える「ビューティーメイク」

▼顔のパーツごとに簡単補正

複数の写真を自然につなぎ合わせる
「パノラマ写真合成」

複数の写真をつなぎ合わせて、かんたんにパノラマ写真を作成。
左右だけでなく、上下の写真も継ぎ目を解析して結合できます。

▼1枚の自然なパノラマ写真が出来上がる

目的の対象物を手軽に追跡できる
「モーショントラッカー」

映像中の動く対象物に、文字や画像などをかぶせて、追跡する
ことが可能です。

▼アスリートに名前をかぶせて展開をわかりやすく

▼スローモーションや逆再生のエフェクトも可能

▼英会話レッスンを記録して
　復習できる

▼ゲームを録画して上達度を
　チェックできる

画像A 画像B 画像C

▼結婚式の映像も、本格的な作品に仕上がる
カメラ 1

カメラ 2

人気のアクション
カメラに対応

カメラを切り替えて
TV番組風の編集ができる

PC画面を動画
キャプチャして残せる

写真の一部を
キレイに消せる

画像を重ねて
合成写真がつくれる

デキル❶デキル❶ デキル❷ デキル❸デキル❷ デキル❸

デキル
❶

デキル
❶さらに

さらに

デキル
❷

デキル
❸

デキル
❷

デキル
❸

簡単操作で
プロ並みの

ビデオ編集が
できる

顔写真を修整して
キレイにしてくれる

❶ ❷ ❸ ❹

Elvis
ElvisLisa Lisa修正前

修正後

修正前 修正後

くま消し

修正前 修正後

スキンスムーサー

修正前 修正後

歯ブラシ

28 29※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。  「ソフトウェア対応表（44～45ページ）」「仕様表（46～52ページ）」「できること対応表（62～63ページ）」をご覧ください。　※画面はハメコミ合成です。

dynabook活用術 ❶ 写真・動画編集 思い出の写真や動画をクリエイティブに演出して、　みんなで楽しもう



スマホで撮った写真も
ワイヤレスで取り込みができる

時系列や季節などで自動分類してくれるから
見たい写真・動画を探しやすい

デキル❶ デキル❷

使い慣れたPCで、あなたのスマートフォンを管理できる

スマートフォンが手元になくても、PCでスマートフォンに届いたSMS（ショートメッセージサービス）の送受信ができたり、PCの大
画面で連絡先の編集ができたり、スマートフォンのコンテンツを再生したり。PCとあなたのスマートフォンがワイヤレスでつな
がって、今まで以上にスマートフォンの楽しみが広がります。PCとスマートフォンのペアリングは、QRコードで簡単に完了します。

写真の閲覧がエンターテインメントになる

「思い出フォトビューア」は、Androidスマートフォン＊2やiPhone＊3などで撮った写真をワイヤレスで取り込んで、家族
みんなで閲覧したり、PCで一括管理できるアプリです。時系列や季節ごと、顔ごと＊4などで自動的に分類・表示して
くれるので、撮ってそのままになっている写真も楽しく閲覧できます。

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。また、自然で広がりのあるサラウンドサウ
ンド機能（DTS Sound™/ DTS Studio Sound™）もあわせて
楽しむことができます。

時系列や季節、顔ごと＊4などで自動分類・表示。
見たい写真が見つけやすい

写真を取り込むだけで、時系列やカレンダー表示、顔ごと＊4の分類・
表示など、お好みのパターンで自動表示。懐かしい写真に出会え
たり、顔検索で一覧表示＊4させれば、探している人の写真をまと
めて探すこともできます。

写真も動画もサムネイル表示で一覧できる
ピクチャフォルダーに入っている動画もサムネイル表示され、
クリックまたはタッチで再生が楽しめます。

写真、ビデオ、音楽を、大画面で楽しく鑑賞。
たまったデータのストレージとしても使える

スマートフォンで撮影した写真やビデオをPCの大画面でストリー
ミング再生。家族や仲間と楽しく鑑賞することができます。また、
スマートフォンに保存されているミュージックアルバムをPCの
高音質スピーカーで再生することも可能。写真、ビデオ、音楽
とも、PCへのダウンロードが手軽に行えるので、スマートフォン
にたまったデータのバックアップとして活用できます。

スマートフォンが充電中だったり、会議中などで手元にない場合
でも、送られてきたSMSにPCからすぐに返信できます。大画面で
確認しながら使い慣れたキーボードで快適に文字入力できます。

Skypeから固定電話・携帯電話などに通話ができる「SkypeOut
（スカイプアウト）＊1」に対応。Off ice 365 サービスと組み合わ
せれば、無料でSkype通話が可能です。

スマートフォンが手元になくても
電話着信表示やSMSの返信ができる

SkypeOutを使ってスマートフォンに
電話がかけられる

※スマートフォンに「思い出フォトビューア」のダウンロード/インストールが必要です。
【Androidスマートフォン】：Google Play™で公開中。　【iPhone】：App Storeで公開中。

スマートフォンで撮った写真をワイヤレスでPCへ

※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。

＊1 Skype、SkypeOutを利用するには、あらかじめコミュニケーションアプリ「Skype」に登録する必要があります。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。　＊2 Android4.2以上の環境 が必要です。機種によっては画面がずれたり、操作しづらい場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。　＊3 iOS7.0以上の環境が必要です。すべての動作を保証するものではありません。　＊4 写っている顔のサイズが
極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によっては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また、顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては異なる人物の顔が同一人物として分類される 場合があります。　＊5 「Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス」搭載モデルには、Skype月60分無料通話サービスがついてきます（1年間有効。2年目以降は有料となります）。

カレンダー表示
季節で分類

全画面で再生

好きな音楽を
BGMにPC作業が

できる

スマホでできることが
PCでもできる

sMedio TrueLink＋ Phone 思い出フォトビューア 東芝オリジナル

スマートフォンの音楽を、PCのいい音で聴ける
Bluetooth® リンク（ワイヤレスミュージック機能） 東芝オリジナル

スマートフォンで撮った写真やビデオをPCの大画面で再生。
みんなで見れば、思い出も深まります。

写真を1枚選択すれば、同じ季節や同じ撮影日など
の関連した写真が自動で表示されます。

懐かしい写真にも
出会える！

デキル❶ デキル❷

スマホのコンテンツを
PCの大画面で見る

スマホのSMSに
PCで返信する

デキル❸

スマホの代わりにPCで
Skype＊1無料通話＊5ができる

1年間無料の
Office365 サービスを活用しよう！！
Skype通話が月60分無料！

デキル
❶

さらに

デキル
❷

デキル
❶

デキル
❷

デキル
❸

▲「おもいで小槌-振る」機能

ワイヤレス
だから

スマートに
楽しめる

。
る

30 31

dynabook活用術 ❷

※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。  「ソフトウェア対応表（44～45ページ）」「仕様表（46～52ページ）」「できること対応表（62～63ページ）」をご覧ください。　※画面はハメコミ合成です。

スマホ連携 スマートフォンの写真やビデオ、音楽を、使い慣れたPCで　楽しもう



コンテンツ保護技術「SeeQVault」に、dynabookが対応。自宅のSeeQVault対応レグザブルー
レイ＊6、レグザサーバー＊6で録画したTV番組を、HD画質のままSeeQVault対応microSDメモリ
カード＊7やUSBハードディスク＊7にダビング。外出先で手軽に楽しむことができます。

＊1 ホームネットワーク（有線・無線LAN）で接続している必要があります。対応している機器については、dynabook.comをご覧ください。メディアサーバーの録画状況やその他動作により、本アプリケーションによる視聴ができない場合がありま す。複数の情報端末で同時に映像を受信することはできません。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 　＊2 リモート視聴機能を使用するためには、リモート視聴に対応したレグザサーバーまたはレグザブルーレイが必要です。
＊3 ダビングするとコピー可能回数が1減ります。コピー禁止番組の場合、ダビングされた番組は移動し、ダビング元の機器から消去されます。ダビングした録画番組は、録画機には戻せません。 また、ダビングを実施した機器以外では視聴できません。 録画した映像データの転送速度は、メディアサーバーの接続環境や動作状況により異なります。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 　＊4 放送中の番組を視聴できるTVコネクトスイート対応機器と動作状況については、下記　  内に
記載のURLをご覧ください。　＊5 施設によって、インターネット接続が有料の場合があります。　＊6 対応機器についてはdynabook.comをご覧ください。　＊7 対応記録媒体についてはdynabook.comをご覧ください。　＊8 ハイブリッドキャストは、 NHK総合、Eテレ、BS1、BSプレミアムに対応しています。　＊9 モデルによっては搭載される機能が異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。　＊10 DBR-M590/M490、D-M470/M430、
DBR-T560/T550/T460/T450、DBR-M190/M180、DBR-T670。　＊11 Z10X/Z9X/Z8X/Z8/Z7シリーズ。　＊12 D71、D51のみ対応。　【リモート視聴に関するご注意】 ※対応している機器とPC、タブレットをあらかじめ同じホームネットワークに接続し、さらにインタ ーネットにも接続した状態でリモート視聴のための設定（ペアリング設定）をする必要があります。ペアリング設定には有効期限があり、期限は対応機器によって異なります。有効期限が過ぎた場合は、再度ペアリングの設定をする必要があります。　※リモート
視聴時、ネットワークの状態によりメディアサーバーに接続できないことがあります。環境、電波状況、ネットワーク速度により、映像や音声が途切れたり、視聴ができないことがあります。映像は、実際の放送より遅れて配信されます。 　※機器によっては、動作が 不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。 　※リモート視聴を行うための推奨回線速度は、上り1Mbps以上、下り3Mbps以上です。Androidスマートフォンのテザリング機能ではご使用いただけません。

録画番組をベランダなどで見る
レコーダーに録画した番組を、ホームネットワーク上のPCで
視聴できます。

dynabook

dynabook Tab/dynaPad

インターネット経由で
リモート視聴＊2

こんな便利な
楽しみ方も

ホームネットワークを利用して好きな場所で視聴

外出先や旅行先から、インターネット経由で放送中の番組や録画番組を見る
リモート視聴＊2なら、リビングのレコーダーで受信している放送中の番組を、外出先のPCやタブレットでライブ視聴＊4できます。

インターネット経由でリモート視聴

●レグザサーバー＊2

●レグザブルーレイ＊2

TVチューナーが
なくても、好きな
番組が楽しめる

TV番組を
録画/受信

旅先で見たい番組がなくても、自宅で
録画した番組が楽しめます。

カフェや空港などのWi-Fi®スポットで、
待ち時間に気になる放送中の番組を
視聴できます＊4。

出張先のホテル＊5などでも、自宅で録画
した連続ドラマをその日のうちに視聴
できます。

単身赴任や一人暮らしで自宅から遠く
離れても、録画した地元のローカル
番組を楽しめます。

HD画質のままTV番組をCyberLink SeeQVault 
Player搭載モデルで楽しめる

SeeQVault対応
●microSDメモリカード＊7

●USBハードディスク＊7

SeeQVault対応
●レグザブルーレイ＊6

●レグザサーバー＊6

※dynabookでSeeQVault対応microSDメモリカードを使用する場合、市販またはmicroSDカードに付属のSDメモリカード変換アダプターをご使用ください。
※SeeQVaultに対応したレグザブルーレイ、レグザサーバーでフォーマットおよびダビングしたものが対象です。

「SeeQVault」は、地上デジタル放送の番組などを、録画した場所（機器）以外でもHD画質のまま楽しむことができるよう、さまざまな対応機器間における再生互換性と
強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。

SeeQVault（シーキューボルト）とは

好きなドラマが
キレイな画質で
見られてうれしい

dynabookのTVチューナー搭載モデルは、地デジ、BS、110度CSの3波
対応でW録画が可能。「見る」「録る」「残す」を存分に楽しめます。

ハイブリッドキャストでは、画面にニュースや気象情報などを組み合わせて表示
したり、放送中の番組に関連する情報提供などを確認できます。

※画面はイメージです。

■放送と通信を連携したハイブリッドキャスト対応＊8

スポーツなど録画された番組の盛り上がったシーンだけをまとめて再生。番組の
録画と同時に解析するので、番組終了後すぐに見ることができ、時間のないとき
でもすばやく内容を確認できます。

■見どころだけを再生できるダイジェスト再生

■録画番組をHD画質で書き出し可能＊12（SeeQVault書き出し対応）

※放送内容（番組構成や録画した音声）によっては、効果が得られにくい場合があります。　※同時解析の初期設定はOFFになっています。

TVチューナー
搭載モデルなら、
これ1台でTVもPCも

レコーダーも
楽しめる

見たい番組を、自宅の好きな場所や外出先で楽しめる

テレビやレコーダーに録画した番組や放送中の番組を、ベランダや書斎など家の好きな場所で楽しむことが可能。
わかりやすいユーザーインターフェースで、快適に操作できます。また、録画した番組や放送中の番組を、外出先で
手軽に楽しめるリモート視聴＊2にも対応しています。

TVコネクトスイート＊1 東芝オリジナル

HD画質のまま、どこでも録画番組を視聴できる
CyberLink SeeQVault Player（著作権保護技術「SeeQVault」対応アプリ）

テレビより便利に「見る」「録る」「残す」を楽しみたい
StationTV Ⅹ for TOSHIBA

録画した
番組を見る

番組を
ライブで見る

番組を持ち出して
外出先で見る

デキル❶

テレビ映像も昔撮った写真も、キレイにして楽しめる

東芝独自のアルゴリズムを採用し、写真や動画を、色補正や
輪郭を強調して、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るので、テレビの映像も
昔撮った写真も、キレイにして楽しめます。

超解像技術「レゾリューションプラス」

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

デキル❷ デキル❸

リモート視聴＊2が
できる

デキル❹

ホーム
ネットワーク

デキル
❶

放送中の番組を好きな部屋で見る
リビングのレコーダーで受信している放送中の番組を、PCや
タブレットにライブ配信して楽しめます。

デキル
❷

デキル
❸

デキル
❹

キキレイな画質でイな画質で
 見たい人へ見たい人へ

ライブでライブで
見たい人へ

ダビングした番組を外出先で見る
テレビやレコーダーに録画した番組を、PCにダビングして持ち
出せます＊3。

過去番組表から、見逃した
番組をすばやく探せる＊9

タイムシフト機能搭載の対応レグザサー
バー＊10、対応レグザ＊11と連携し、タイムシフト録画した過去番組
表から見たい番組をすばやく探したり、再生できます＊9。

さらに

※「TVコネクトスイート」「CyberLink SeeQVault Player」の対応機器、対応記録媒体については、http://dynabook.com/pc/catalog/point-2016-spring/chuui.htm#taioukikiをご覧ください。

32 33※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。  「ソフトウェア対応表（44～45ページ）」「仕様表（46～52ページ）」「できること対応表（62～63ページ）」をご覧ください。　※画面はハメコミ合成です。

dynabook活用術 ❸ テレビ視聴 好きな番組や動画が、視聴スタイルに合わせて楽しめる



＊1 モデルによって搭載される機能が異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、 アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。　＊2 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内蔵フラッシュメモリの空き容量により異なります。　＊3 録音環境（騒音、声の大きさなど）によっては、話者識別の
性能に影響します。また、録音中にマイクの方向を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。複数の話者を認識するためには、10分以上の録音が必要です。　＊4 話者欄に話者名を登録すると、話者特定機能により次回か らは同じ話者には登録した名前が自動的に表示されます。　＊5 音声ファイルは、話者の声が小さい、周囲の騒音が大きい、録音時間が短い（10分以上の録音を推奨）などの場合、解析処理に誤りが生じる場合があります。　＊6 App Storeより
対応アプリをダウンロード/インストールしてご利用ください。　＊7 第三者が提供するアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく休止、終了または変更される場合があります。当社は、各サービスおよびこれらに関連する事項について、 一切の責任を負いません。　＊8 直接通信は、すべての機種で動作を保証するものではありません。 　＊9 手書き文字と基本的図形および表の手書きデータ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。　＊10 モデルに
よって搭載される機能が異なります。東芝サービスステーションより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。

手書き入力対応モデルには、ペン、カメラ、デュアルマイクを有効活用できる 、東芝オリジナルのビジネスアプリを搭載。紙にメモ する感覚で手書き入力ができる「TruNote」を中心に、Webやホワイトボードの内容なども取り込んで、わかりやすく説得力の
ある資料を作成できます。それはまさに、情報を集め、整理してまとめ、伝えるという考えるプロセスをサポートするデジタル ノート。紙とペンには難しかったことが簡単にできるようになり、日々、考えるあなたを応援します。

デジタルノートを使いこなそう。「考える」をサポートするビジ  ネスアプリ活用術

会議スタート 

▲

会議終了 

▲書く 集める まとめる 伝える
出力

プレゼン

クラウド
（OneDrive）＊7

経由でiPhoneや
iPad＊6の写真を
「TruNote」へ

クラウド
（OneDrive）＊7経由で

iPhone＊6の
ボイスメモを

「TruRecorder」へ

すばやく資料が
作れるので、
考える時間も
増やせる

「TruNote」を
使いながら
同時に録音

書いた表組みを
自動でデジタル
データ化＊9

※画面にフィルムなどを貼った場合、
従来の書き心地とは異なります。

PowerPoint
などに書き出して
調整すれば
プレゼン資料に
早変わり メールテキスト書類

テキスト化された文字を他の
書類に再利用したり、メール
アプリで送信することもできる

会議や取材の録音データを参照
して、メモで漏れていた情報を
補足したり、記憶のあいまいさを
回避して、より信頼性の高い資
料にブラッシュアップ

紙だったら
書き直さなければ
いけないのに、
デジタルだから、
レイアウト変更も
自由にできる

文字や図の
位置移動も
可能

変換

書き文字
▼

テキスト

撮影した
写真やみんなで
作ったアイデアを
貼りつけて
メモ書きも可能

文字の色や
太さも
変更可能

自然な
書き心地で
小さい文字も
書ける

書くことでしか伝えられない
情報をリアルタイムでシェア。
みんなでアイデアを練り上
げて「TruNote」に取り込んで
活用できる　

書き込みを
シェアしながら
アイデアを
カタチに！

TruNote Share

メモが
とりきれない
ときは写して
記録

Webページの
必要な部分を
クリッピング。
その上にメモ
書きもできる

iPhoneやiPad＊6のカメラで撮
影した画像を「Tr u N o t e」に
送って利用したり、録音データを
「TruRecorder」に送って解析＊5も
できる

iOSアプリTruNote Viewer

TruCapture

TruNote

TruRecorder

TruNote Clip
WebページやOff ice
ファイルの領域を指定
して、切り抜き・保存
できる

本格派ビジネスアプリならではの便利機能を使って、さらに効率的に、創造的に

書き込んだ内容が、他の
参加者の画面にリアル
タイムで表示される

紙のノートのように使える。
紙のノート以上に便利に使える

思いついたらすぐにメモ。見やすく整理することも得意です。文字や
図はデータ化され、そのままOf f i ceアプリに貼りつけられます。
また、1,000ページのノートを1,000冊分保存可能＊2。どこに書いたか
忘れてしまったメモを手書きで検索することも、手書きの文字の
ままWeb検索することもできます。

TruNote

ほしい情報は、
すぐに切り取　ってメモ

WebページやPDFなどの気に
なる情報や写真を、さっと切り
取り、手書きのメモを加えて、
自分だけの資料がつくれます。
そのまま「TruNote」やOffice
アプリに貼りつけて、補足資料
として活用できます。

TruNote Clip

みんなで書き写さなくていいから、
みんなで考えられる

会議やグループディスカッションのとき、ひとり
がタブレットに書くと、そこにいる全員のタブ
レットに同じものが表示されるノート共有
アプリです。図や写真を貼りつけても、同じ
ようにシェアされます。もう全員でホワイト
ボードを書き写す必要はありません。また、
ネットワーク設定なしで直接通信＊8もできます。

TruNote Share

会議をまるごと録音。
聞きたい発言がすぐに見つかる

話し手の音声を識別＊3できるから、必要な発言をすぐに
見つけられます。一度、記録
した音声なら、次回からは
自動で話し手を認識＊4。さら
に、他のボイスレコーダー
などの音声でも、同じように
解析＊5できます。

色分けにより、特定の話し手の
聴きたい部分を見つけやすい

TruRecorder

書き写すと手間のかかる会議の
ホワイトボードやスライドを撮影
して、すぐ資料にできます。
「TruNote」で開けば、画像にメモ
を書き加えたり、PowerPointの
企画書やメールなどに貼りつける
こともできます。

書き写す時間が
考える時間に変わる

TruCapture

※手書き検索は、手書きデータを自動的に認識した結果に基づいて行われます。意図した
結果と異なる場合があります。　※手書き文字の認識は、仏MyScr ipt社の技術を採用して
います。　※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。 斜めから撮っても、見やすく

まっすぐに表示してくれる

＊1 ＊10

＊1

＊1

＊1 ＊1 ＊10 ＊1 ＊1

＊1

※モデルによって搭載されるソフトウェアは異なります。「ソフトウェア対応表（44～45ページ）」「仕様表（46～52ページ）」「できること対応表（62～63
ページ）」をご覧ください。　※モデルによって搭載される機能が異なります。最新版にアップデートしていただくことで、最新機能をご利用いただけます。

34 35※画面はハメコミ合成です。

dynabook活用術 ❹ 手書き入力（デジタルノート） 紙とペンを超えるデジタルノートが、　「考える」プロセスを進化させる



＊5 「バックアップナビ クラウド」を利用するには、あらかじめオンラインストレージサービス「OneDrive」に登録する必要があります（マイクロソフトアカウントが必要です。ソフトやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります）。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。　＊6 「バックアップナビ クラウド」でDropboxを利用するには、あらかじめオンラインストレージサービス「Dropbox」に登録する必要があります。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。　※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。

＊1 通信距離は3センチメートル以内ですが、できる限り近づけてください。　＊2 コンテンツ保護がかかっているファイルなどは、送受信できない場合があります。Windowsの場合、ファイル数の上限は100となります。100を超える場合は、ドラッグ
アンドドロップで追加可能です。またiOSの場合、送受信可能なファイルは、動画・画像ファイル・連絡先ファイルで、以下の拡張子のものになります。「bmp」「gif」「jpeg」「jpg」「png」「tiff」「tif」「m4v」「mp4」「mov」「3gp」「vcf」　＊3 オープン価格の製品は希望
小売価格を定めておりません（2016年1月現在）。　＊4 メモリカード内にある「DCIM」フォルダに保管されたファイルのみが送信の対象となります。　 ※TransferJet™の転送速度は対向させるTransferJet™デバイスとの位置関係や使用状況により異なります。

クラウドストレージ（OneDrive＊5、Dropbox＊6）を利用したバックアップが可能です。

大切なデータを自動でバックアップ。家族で共有もできる
バックアップナビ クラウド 東芝オリジナル

■無料使用期間をフル活用■PC起動時からすぐに使える ■事前に検証済み

高い防御力で、安心してインターネットが楽しめる
セキュリティ対策「ウイルスバスター クラウド™  90日版」

ネット詐欺など危険なWebサイトから守ってくれる
あんしんWeb by Internet SagiWall for Toshiba（30日体験版） フィッシング詐欺 ワンクリック詐欺

偽セキュリティソフト配布サイト 不正改ざんサイト

PCの使い方で迷ったり、困ったら
ここに来れば、答えが見つかる

PCの使い方で迷ったり、困ったら、まずは「おたすけナビ™」をクリック（タップ）しましょう。「写真を楽しむ」「あんしんの
ナビ機能」など、やりたいことからアプリを探せるので、初心者の方でも簡単に問題を解決できます。

おたすけナビ™ 東芝オリジナル

必要なアプリが
すぐに探せるので

安心です

新しいPCを、使い慣れたPC環境へ。
データ引っ越しはアプリにおまかせ

わかりやすいナビ画面の指示に従って操作する
だけで、ご使用のPC環境を新しいWindows 10
搭載PCへスムーズに引っ越しできます。

PC引越ナビ® 東芝オリジナル

2016年春モデルなら、
TruNoteのデータも
引っ越しできます

大量のデータも
スムーズに引っ越し！

●今までお使いのPC
Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、
Windows 10をプレインストールしているPC

●Windows 10 搭載 dynabook
バックアップナビ クラウド＊1を使えば、
ケーブルやUSBメモリなしで引っ越しできる!

●dynabook Tab/
　dynaPadも対応！

「Windows 10」の基本操作や機能のポイントを、「ぱらちゃん」が動画でやさしく解説。マイクロ
ソフトのアカウント取得方法も音声と文字のダブル解説で、わかりやすく教えてくれます。

Officeアプリの使い方を「ぱらちゃん」が動画でやさしく教えてくれます。

Windows 10も動画で、すんなり学べる、理解できる
動画で学ぶ Windows 10 東芝オリジナル

動画で学ぶ Word 2013、Excel 2013、PowerPoint 2013、Outlook 2013 東芝オリジナル

各アプリへは、
同じ入り口から

行けます

dynabookには対応アダプタ
（Windows PC用USBタイプ）を
セットするだけ！ 型番：TJ-UA00B

オープン価格＊3
型番：TJ-MU00B
オープン価格＊3

型番：TJ-LT00A
オープン価格＊3

型番：SD-TJA016G
オープン価格＊3

Windows PC用
USBタイプ

Android用
MicroUSBタイプ

iOS用
Lightningタイプ

TransferJet™搭載
SDHCメモリカード

PCとスマートフォン、PCとタブレットなど、機器同士を近づける
だけで＊1動画や写真を高速転送できる近接無線通信技術が、
TransferJet™（トランスファージェット）です。dynaPad N72
には、このTransferJet™を標準搭載。dynabookの各モデルは、
オプションの対応アダプタをセットすることで高速転送が可能
となります。

TransferJet™対応アダプタ/
メモリカード（オプション）

TransferJet™とは

ネット環境がなくても、近づけるだけで＊1データ転送が可能！TransferJet™でできること

スマホで撮影した
動画や写真を、
大画面で楽しむ＊2

機器同士をかざすだけで＊1、
大容量データを、
まとめて転送＊2

近づけるだけで＊1、動画や写真を高速転送できる

dynaPad N72

dynaPad N72

TransferJet™対応
アダプタ

（オプション）

TransferJet™対応
アダプタ

（オプション）

スマートフォン

TransferJet™ 搭載
SDHCメモリカード
（オプション）

カメラ

TransferJet™対応
アダプタ

（オプション）

カメラからメモリカードを
抜かずに、写真や動画を

ラクラク転送＊4

※転送ファイルサイズの上限は1ファイル当たり4GB（1GB＝1,024×1,024×1,024byte）です。　※イラストはイメージです。　 ※TransferJet™は1対1の接続になります。

※イラストはイメージです。

※アダプタ/メモリカードをご使用いただくには、専用のファイル転送ソフトウェアが必要です。

dynaPad N72はTransferJet™が標準搭載されています。

dynaPad N72にも dynaPad N72にも

dynabookにもdynabookにも

※転送ファイルサイズの上限は1ファイル当たり4GB（1GB＝1,024×1,024×1,024byte）です。

36 37※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。  「ソフトウェア対応表（44～45ページ）」「仕様表（46～52ページ）」「できること対応表（62～63ページ）」をご覧ください。　※画面はハメコミ合成です。

dynabook活用術 ❺ TransferJet™ 新しい近接無線通信技術をいち早く dynabook活用術 ❻ 安心アプリ 使いやすさをサポート



東芝P Cあんしんサポート

Webサポート

dynabook.comの「サポート情報」では、パソコンの使い方やお問い合わせ先、修理のご依頼など、ご使用にあたってのサービス・サポート情
報をご提供します。 http://dynabook.com/assistpc/index_ j.htm

dynabook.com サポート情報 サービス・サポート情報についてはまずこちらへインターネットサポート

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。
お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。 http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi

あなたのdynabook.com ネットにつなぐだけで、
あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示インターネットサポート

技術サポート

初めての方にもあんしん

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しています。

※お申し込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

http://dynabook.com/assistpc/anshintenken/ TEL FAX （通話料お客様負担）（通話料お客様負担）043-277-9270 043-278-8137インターネット

東芝PCあんしん点検 PCの点検とお手入れを代行!

有料

Windows 10 Home に
関するレッスンをはじめ、
さまざまなレッスンをご用意!

レッスンの内容相談無料!インターネット環境があれば、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話に
よる説明とスタッフのマーカー指示で、納得して理解しながら進めていくことができます。

東芝PC有料サポートサービス 遠隔サポートで、個人レッスンが受けられる!

http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/

受付時間  /  9:00～11:45  13:00～18:00
（土・日・祝日もご利用いただけます。〈年末年始〈12/31～1/3〉を除く〉

東芝情報機器株式会社Tel 043-279-2614 通話料
お客様負担（ 　 　 　 ）

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。 http://dynabook.com/assistpc/pcss/index_j.htm

東芝PC訪問サポート 電話一本で、スタッフが訪問サポート!訪問診断

万が一の場合にもあんしん

東芝情報機器株式会社 http://www.toshiba-tie.co.jp/support/extension/index2.html詳しくはWebサイトへ! お申し込みも可能です!

※お電話でのご相談は、東芝PC工房にご連絡ください。

通常のメーカー無料保証（1年）をプラス2年、または4年延長します。

お買い上げ日から12カ月以内お申し込み期間

有料

■東芝PCあんしん延長保証
東芝PCあんしん延長保証に加え、メーカー無料保証では対象外となる“破損・液損・災害に
よる損傷および盗難”に対応します。

お買い上げ日から60日以内お申し込み期間

■東芝PCプレミアム保証

東芝PC延長保証サービス さらにあんしんの延長保証サービス

通話料
お客様負担（ 　 　 　 ） （ 　 　 　 ）東芝情報機器株式会社 日曜・祝日・当社指定の

休日を除く受付時間 /  10:00～12:00  13:00～18:30

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧します。

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

有料

Tel 03-3252-7081

データ復旧サービス さまざまなメニューを低価格からご用意!

http://www.toshiba-tie.co.jp/support/dsc/index2.html

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の　　個人情報方針のページ〈http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_ j.htm〉をご覧ください。

買い替えや Windows 10 Home に関するご質問など、電話のご相談を無料にて
承ります。万が一の修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。

東芝 P Cサポート 高い評価を
いただいている
3つのポイント

遠隔サポート
にも対応

スタッフがお客様と同じ
画面を見ながら対応します。

1
専門スタッフがしっかり、
すばやく対応します。

迅速な
修理対応2

快適にお使いいただくための
豊富なメニューをご用意。

充実の
サポートメニュー3

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」（186-0120-97-1048）（186-0570-66-6773）
（186-043-298-8780）をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

※長期にわたりご使用になられているPC（発表月から約6年が目安）につきましては、電話では対応できかねることがあります。ご希望によりお客様のPCをお預かりし点検（有料）させていただきます。

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、フリーダイヤルやナビ

ダイヤルを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※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。

【 　　　　　 】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 （通話料お客様負担）

通話料
無料

右記のQRコードで
アクセスできます。

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。
相談は無料ですので、困ったときにはお気軽にお電話ください。

日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のためのサービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、ご都合の
よい時間帯にサポートスタッフからお電話をさしあげます。

18:00～24:00  ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。 

24時間365日受付 http://dynabook.com/assistpc/callback/index_ j.htm
対応時間

予約はこちらから
夜おそくてもあんしん

お客様へこちらからお電話いたします。東芝PC電話サポート 　　      サービスWEB予約

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。　※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

電話サポート 9:00～19:00受付時間
年中
無休

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

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフ
のPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども
的確に理解できます。

遠隔支援サービス あなたのパソコン画面をスタッフが一緒に見ながら遠隔サポート電話&インターネットサポート

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。

●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。 ●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外
にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることはございません。 ●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。 ●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合が
あります。 ●画面はハメコミ合成です。

お客様の画面が
 こちらに映りました。
丸く囲まれた部分を
  クリックしてください。

同じ画面を
表示

サポートスタッフのPC画面お客様のPC画面スタッフのマーカー指示。
操作の指示が的確に行われます。

なるほど。
こうやって設定を
  変更するのね!   
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各サポートが一覧で確認できる
「東芝PCサポート・サービスご紹介」ページはこちら http://dynabook.com/pc/support/

■ 東芝PCサポート ・ 安心品質

修理サポート

〒101-0021  東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間  /  10:00～18:30   電話受付  /  10:00～12:00  13:00～18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く） ※故障内容によっては、対応できない場合があります。
（通話料お客様負担）

ACアダプターや電源コードなどの付属品も販売しています。
インターネットからもご注文が可能 http://www.toshiba-tie.co.jp/support/accessories/index.html

Tel  03-3252-6274

http://dynabook.com/assistpc/pckobo/index_ j.htm交通のご案内

東芝PC工房 お持ち込みでの直接診断や修理＊のご依頼はこちらへ   ＊修理は国内モデルのみ受け付けます。対面診断

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。　※D81、D71、D51、D61、D41は海外保証対象外です。

◆保証期間が切れても安心！「有料修理サポート」 
◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

※一部地域を除く

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェ－デン、スペイン、チェコ、
デンマ－ク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブル
ク、南アフリカ、オ－ストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポ－ル、タイ、フィリピン、マレ－シア、中国、台湾、香港 

海外保証対象地域（世界36地域） ※準州などを除く 2016年1月現在

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

受付時間
（日本時間）

（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）日本語での相談窓口
ILW Support Center 〈国内からは 043-303 -1062  （通話料お客様負担）〉

（通話料お客様負担）

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

10:00～19:00Tel 81-43-303-1062

海外保証（制限付） 日本語・英語で相談OK!  海外36地域をサポート海外保守サポート ILW（International Limited Warranty）

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm 携帯サイト http://pcrepair.jp（iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb）

東芝PC i - repairサービス インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能
24時間
365日

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。
ご自宅までのピックアップやこん包・
配送もおまかせください（無料）。

9:00～19:00受付時間修理受付 土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始［12/31～1/3］を除く）
集配
無料

保証期間後も 手間・箱いらず

こん包
無料

ピックアップサービスもご用意

こん包もおまかせ
だから手間も箱も
いりません。

引き取り

修理返却

製品品質へのこだわり
徹底した自社試験はもちろん、外部機関による厳しい試験まで実施することで、
長く安心して使い続けられるPCをご提供いたします。 ※モデルにより該当しない試験があります。

劣化させないために 長期間使用での経年変化などを見据えること

高加速寿命試験 「HALT」　 HALT  =  H igh ly  Acce le rated  L i fe  Tes t
製品を強い振動や温度変化などの過酷な状況に置き、製品が受ける影響を確認する高加速寿命試験「HALT」を実施。
これにより、改善すべき点を短時間で見つけることができます。この試験結果を解析し、ノートPC設計や製造における
品質改善活動に活用しています。

つねに快適であるために いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと

コネクタこじり試験
コネクタ部分に「こじり」（回転）によるストレスを
加え、接続部の耐久性を確認します。

キーボード打鍵試験
人の指に近い素材を用いてキーボードを連打し、
耐久性を確認します。

ヒンジ開閉試験
ディスプレイの開閉を連続的に実施し、PCの
つなぎ目（ヒンジ）への影響を確認する試験です。

厳しい評価基準をクリアする高品質で安心なPCづくりを追求。安 心 品 質

堅牢であるために 日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること

落下試験（筐体）
さまざまな角度から製品を落下させて、各部位
の耐久性を調べる試験です。

長作用・短作用衝撃試験
PCを金属製またはゴム製の土台に落下させ、
どのくらい耐えられるのかを検証します。

パームレスト加圧試験
タイピングするときはパームレストに圧力が
かかります。その加圧状況をつくり出し、内蔵デバ
イスへの影響を確認します。

※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。

第三者機関による厳しい試験をクリアしています（対応機種：RX82、RX73）

面加圧テスト
液晶カバー全面に均等に100kgfの圧力を加え、
液晶パネルが割れないことを確認し、さらにその
直後に、正常に動作させる試験をクリアしました。

防滴テスト
動作中のノートPCのキーボード部に30ccの水を
注ぎ、データを保存するまでの一定時間、電源
ショートが起きないことを確認しました。

落下テスト
76cmの高さから製品を落下させるテストを行い、
その直後に正常に動作させるテストをクリアしま
した。

76cm

東芝PCは、厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関「TÜV Rheinland Group（テュフ ラインランド グループ）」で
耐久テストを受けるなど、多様な信頼性データを集めて製品づくりにフィードバックしています。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、
（株）東芝の個人情報方針のページ〈http://www.toshiba.co. jp/privacy/ index_ j .htm〉をご覧ください。

通話料
無料

【 固定電話からのご利用はフリーダイヤル 】 【 携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル 】

海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビ
ダイヤルをご利用になれない場合は右記の番号におかけください。

通話料
お客様負担（　　　　）

右記のQRコードで
アクセスできます。

（通話料お客様負担）

Tel 043-298-8780

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」（186-0120-97-1048）
（186-0570-66-6773）（186-043-298-8780）をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

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

※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。

0120-97-1048 0570-66-6773
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