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高品質ノート

D711･T751･T551
全機種一覧 できること一覧
dynabook
グラスレス3D
T851
対応
ここに来れば、あなたのdynabookライフが大きく広がる

東芝プレイス

T551･T351

スリムコンパクト
ノート

ネットブック

R731

N300

「東芝プレイス」

デジタル放送を見る

「3波対応ダブルTVチューナー」
「 地上デジタルTVチューナー」

＊1

×2

×2

×2

×2

×2

×2

×1

×2

×2

×2

テレビを楽しむ

ネットをしながらデジタル放送を見る ★

見る

「ながら見モード」

番組の気になる情報をカンタン検索 ★

「気になるリンク」

デジタル放送を3Dで見る ★

「リアルタイム2D 3D変換」

録る

録画の予約・確認・再生がカンタン★

「番組ナビ・録るナビ・見るナビ」

録画した番組を記録モードを指定してブルーレイディスクやDVDに書き出す★

残す

＊11

＊2 ＊11

＊3

録画番組をネットブックなどに持ち出せる ★

「地デジ持ち出し機能」

SDメモリカードに保存したデジタル放送番組をPCで再生

＊7

「TOSHIBA SD-Video PLAYER」

SpursEngine™

SpursEngine™搭載で、ワクワクする映像体験を

＊3

「SpursEngine™」

エンタテインメントを満喫する

音のクオリティがちがう。名門オーディオブランドのサウンド技術搭載

音楽

＊4

ステレオスピーカー

「Dolby® Advanced Audio」
「 MaxxAudio® 3」

＊4

ステレオスピーカー

＊14

PCの電源がOFFでも、iPodをPCのいい音で

「東芝スリープアンドミュージック」

グラスレスで、3Dをもっと自由に、もっと多彩に！

「Qosmio AV Center」
「 TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」

ブル ーレイを見る/ ブル ーレイに残 す

＊2

＊3

＊5

「WinDVD® BD for TOSHIBA」
「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」
「Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA」

映像

DVDやダウンロードしたネット動画（WMV形式）
をより美しく

＊6

「超解像技術〈レゾリューションプラス〉」

Xbox 360®などのＴＶゲーム機をつないで、大画面で楽しめる

「HDMI入力端子、D4映像入力端子」

ひかりTVで、人気ドラマやスポーツチャンネルを楽しむ

「TOSHIBA Net Movie Player」

高精度な顔認識で、大量の写真からフォトムービーを自動作成・再生・保存

＊7

デジカメ写真を集めて、魅力的なアルバムやフォトムービーがつくれる

＊7

「おまかせフォトムービー」

写真

「DigiBook® Browser for TOSHIBA」

映像・写真・音楽を一括管理

＊12

＊3

「Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA」

レグザとつながる

PCのコンテンツを大画面テレビで手軽に楽しむ

「レグザリンク
（HDMI連動）」

＊2

「レグザ」の録画番組をブルーレイディスクやSDメモリカードに

＊5

「レグザリンク・ダビング」

ホーム
ネットワーク

PCコンテンツをかんたんTV出力/YouTubeの映像をワンクリックでTV出力

＊7

「TOSHIBA Media Controller」
「 TOSHIBA Media Controller Plug-in」

ハイビジョンレコーダーの映像をPCで楽しむ

「〈ホームネットワークプレイヤー 〉C y b e r L i n k S o f t D M A f o r T O S H I B A 」

ホームビデオやお手持ちのDVDを3D変換して、3Dテレビで楽しむ

＊13

＊8

「TOSHIBA VIDEO PLAYER」
「 TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」

ワイヤレスでテレビとつながり、大画面で楽しめる

「インテル® ワイヤレス・ディスプレイ」

初めてでも安心

12のソフトで、PC操作のギモンを解決

＊7

「初めてでも安心シリーズ」

携帯電話のようにパネルを開けて操作開始

「パネルオープンパワーオン」

ログオンする前に無線LAN状況がすぐわかる

「東芝無線LANインジケーター」

便利で安心

便 利さ 、
いろいろ

写真やファイルなどを、みんなで簡単に共有できる/過去に開いたファイルがらくらく見つかる

「TOSHIBA Bulletin Board（Evernote® 対応版）」
「 TOSHIBA ReelTime」

新しい楽しみが広がる

＊15

＊15

「Webカメラ」
「 ハンドジェスチャリモコン」

PCの電源がOFFでもUSB機器の充電ができる

「東芝USBスリープアンドチャージ」

更新情報を自動でお知らせ

「東芝サービスステーション」

不意のゆれや衝撃から大切なデータを守る

＊9

万が一のときにデータ復旧ができる

＊7

「東芝HDDプロテクション」

ずっと安心

「東芝ファイルレスキュー」

PCの健康状態を常時監視

「東芝P Cヘ ルスモニタ 」

安心してネットを楽しむ

＊10

「ウイルスバスター2011 クラウド 90日無料版」
「マカフィー® サイトアドバイザプラス
（30日期間限定版）」
™

＊1 D711/T9C・T7Cのみ搭載。
D711/T5Cはシングル地デジチューナ搭載でBS/110度CSデジタル放送の視聴や
「W録®」
には対応していません。 ＊2 ブルーレイディスク対応はD711/T9C・T7Cのみ。 ＊3「SpursEngine™」
はD711/T9Cのみ搭載。 ＊4 T351は
「Dolby® Advanced Audio」
「MaxxVolume™ SD」
を
搭載。
R731/37C・36C・16Cは
「MaxxVolume™ SD」
のみ搭載。
R731/38Cは搭載しておりません。 ＊5 ブルーレイディスク対応はT351/57Cのみ。 ＊6 R731/37C・36C。
R731/38CではDVDの再生時のみ対応。
R731/16Cではネット動画
（WMV形式）
の再生時のみ対応。 ＊7 R731/37C・36C・16Cのみ搭載。 ＊8
T351/57Cのみ搭載。 ＊9 R731/37C・36C・16Cのみ搭載。
R731/38CはSSDモデルなので搭載しておりません。 ＊10 R731/38Cは
「ウイルスバスター2011 クラウド 90日無料版」
のみ搭載。 ＊11 D711/T9C・T7C、
T551/T6Cのみ。
D711/T5C、
T551/T5C・T4Cでは記録モードの指定をして書き出しすることはでき
™
ません。 ＊12 R731/37C・36Cのみ搭載。 ＊13 T551/T6Cのみ搭載。 ＊14 N300は
「Dolby® Advanced Audio」
と
「MaxxAudio® 3」
を、
同時に使用することはできません。 ＊15 R731、
N300は
「Webカメラ」
を搭載しております。
「ハンドジェスチャリモコン」
には対応しておりません。

スパーズエンジン

「Qosmio AV Center」
の機能です。
：東芝独自の映像専用エンジン
「SpursEngine™」
に対応したアプリケーションです。 ★：AV統合ソフト

d y n a b o o k の 情 報 はこちらで も h t t p : //d y n a b o o k . c o m

