
さらに使いやすく、楽しく。
Windows 8 . 1 搭載  dynabook！

タッチ
対応

タッチ
対応

2013年 10月
東芝なら、しっかりサポート、期間制限なし！

詳しくはキャンペーンサイトで！  ▶http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/

古いPCの設定やデータを、新しいdynabookに引っ越しする作業〈Outlook Express、Outlookの設定/データ、Internet Explorerの設定、マイドキュメント/デスクトップ
ファイルのデータ移行〉を東芝が無料で代行します。対象購入期間中にキャンペーン対象商品を購入し、応募期間内にキャンペーンサイトからご応募ください。

対象のWindows 8.1 搭載dynabookを買って、
PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう！キャンペーン

キャンペーン
対象商品

対象購入期間 2013年10月16日　 ～2013年12月31日　　水 火

応  募  期  間 2013年10月25日　 ～2014年1月14日　　金 火

もれなく
プレゼント!

（価格：7,500円〈税込〉）が無料に！（別途送料はお客様ご負担）データ引越パック引取サポート

相
談
無
料

何
度
で
も

ご予約いただければ、
スタッフからお客様へお電話します。サポートのWeb予約も 　       無料！
スタッフがお客様のPC画面を見ながら
的確にご説明します。遠隔支援サービスも 　       無料！

新製品の情報から操作方法や
トラブル解決までお気軽に。電話サポート相談は 　        無料！

詳しくは24～26ページをご覧ください。
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合043-298-8780 通話料お客様負担

東芝PCあんしんサポート
通話料無料 0120-97-1048

dynabook REGZA PCを買って、タッチパッドをもらおう！
ジェスチャ操作でWindows  8.1 を操れる「タッチパッド」

詳しくはキャンペーンサイトで！  ▶http://dynabook.com/pc/campaign/touchpad/

対象購入期間中にキャンペーン対象商品を購入し、応募期間内にキャンペーンサイトからお客様登録サイト
「Room1048（ルームトウシバ）」に会員登録（無料）の上、ご購入いただいた商品の登録およびキャンペーンに
ご応募いただくことで、もれなくプレゼント！

※詳しい型番はキャンペーンサイトをご覧ください。

dynabook REGZA PC D714 / T7K、D713/ T3K
dynabook  D513 / 32Kキャンペーン対象商品

dynabook  T554/67K・56K・45K、T654/68K・57K、D513/32K
dynabook REGZA PC D814/T9K、D714/T7K、D713/T3K

2013年10月16日　 ～2014年1月31日水 金対象購入期間

応  募  期  間 2013年10月25日　 ～2014年2月14日金 金

n/touchpad/
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月25日 ～2014年2月14日金金 金
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※詳しい型番はキャンペーンサイトをご覧ください。

※対象機種のご購入者は「PC移行作業代行サービス（引取サポート）」を無料でご利用いただけます。　※旧PC（データ引越元）と対象商品のdynabookの2台分の往復送料をお客様にご負担いただきます（4,515円
〈税込〉～）。　※お客様登録サイト「Room1048（ルームトウシバ）」での会員登録（無料）が必要となります。

このカタログの記載内容は2013年10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 PC - 915 ©1310470（1）DNP

国内営業統括部



＊1 T654、T554、D814、D714、D713、D513に搭載。T653、T953、R732、V832、V632、V713、R822、D833はWindows 8を搭載。　＊2 タッチパネル搭載モデルは、T654、T653、T953、V832、V713、R822、D833、D814のみ。　＊3 本製 品に搭載のキーボードには、
抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A.【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく【抗菌方法と 場所】無機抗菌成分（亜鉛系）
をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上　＊4 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 T554/67K・45Kのみ。　＊5 T554/67K・56Kのみ。　＊6 4K対応液晶テレビに、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。

スリム＆スタイリッシュ。
タッチ対応スタンダードノート

Windows 8.1をはじめるなら、楽 しい、安心dynabookで！

P8 P18P10

4K出力対応。4色＊4から選べる
スタンダードノート

抗菌タイル
キーボード＊3

次世代高速
無線LAN規格＊5

11ac

フルHD大画面で3波を楽しむ。
タッチ対応液晶一体型AVPC

Windows 8が使いやすく進化したWindows 8.1＊1、いよいよ登場。dynabookは、写真や映像編集を楽し　  んだり、タブレットやスマートフォンと連携できる便利なアプリケーションを搭載。

Windows 8.1＊1の操作をサポートしてくれるアプリケーションやサポートサービス、これから先も長く使える高性能　  を搭載するなど、「安心」がいっぱい。さぁ、dynabookで、Windows 8.1＊1をはじめよう。

Windows 8.1＊1に

進  化
Windows 8.1＊1が

楽しい
Windows 8.1＊1で

安  心
新OSの使い方からデータ移行まで手厚く
サポート。この先長く使える高性能も!

写真の整理や閲覧がタッ　  チ ＊2で快適。
デバイス連携でどこでで      も楽しめる。

スタートボタンの表示など
使いやすく進化したWindows 8.1＊1搭載!

■スタートボタンで使いやすさがより快適に

■起動直後に使い慣れたデスクトップ画面を表示させる設定が可能
■タイルの大きさやタイルのグループ名、位置を好みに合わせて変更可能

スタートボタンをクリック（タップ）すると、スタート画面
を表示したり（設定によってはアプリ一覧画面を表示）、
またマウスの右クリックで「コントロールパネル」や
「シャットダウン」ができるメニューを表示できます。

詳しくは4ページへ 詳しくは6ページへ

デバイス
連 携

PCとスマートフォンや
タブレット、テレビが連携して
コンテンツを自在に楽しめる

写 真
映 像

写真を見やすく整理したり
自分好みに加工したり
オリジナルムービーもつくれる

▲思い出フォトビューア
動画で学ぶWindows 8.1▶

▲MediaSync

長 く
使える

4K出力対応、次世代高速
無線LAN規格など、
長く使える先進機能を搭載

乗り換え
安 心

Windows 8.1＊1を簡単に始められる。
使い慣れたPC環境への
引っ越しもおまかせ

▲おたすけナビ™

Windows XPのサポートが2014年4月に終了します。ウイルス感染をはじめ、さまざまなセキュリティの
脅威からPCを守るために、買い替えをおすすめしています。今までお使いのPCから新しいPCへ。東芝は、
お客様に代わってデータ移行（引っ越し）作業を行うPC移行作業代行サービス（有料）をご用意しています。

HDMI 4K出力＊6

出 力
抗菌タイル
キーボード＊3

タッチパネル 次世代高速
無線LAN規格

11ac
HDMI 4K出力＊6

出 力
抗菌タイル
キーボード＊3

タッチパネル 次世代高速
無線LAN規格

11ac
HDMI 4K出力＊6

出 力

タッチ対応モデルが充実

抗菌タイル
キーボード＊3

タッチ
対応

P12

抗菌タイル
キーボード＊4

タッチ
対応

P18

P13

タッチ
対応
V832

P14

タッチ
対応

P16

抗菌タイル
キーボード＊3

タッチ
対応

P8

抗菌タイル
キーボード＊4

P20

抗菌タイル
キーボード＊4

タッチ
対応
D814

P18

タッチ
対応

P17

抗菌タイル
キーボード＊3
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 Windows 8    なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。



いつもの写真や映像を、タッチ＊2でも   快適に活用できる、
デバイス連携でいつでもどこでも楽し   める。

撮りためた写真を見るのが、とことん楽しくなる!

PCに撮りためた写真を楽しく表示・閲覧できます。
時系列やカレンダー表示に加え、新しく「顔ごとの分類・
表示」＊3が可能になったので、写真をさがすのも快適。
写真をとことん楽しめます。さらに、「FlashAir™」＊4に
対応しているので、撮った写真をワイヤレスで取り込
めます。

思い出フォトビューア 東芝オリジナル

外出先から、家にあるPCの写真が見られる!

家にあるPCに保存されている写真を、いつでも外出先の
スマートフォン＊6で見ることが可能。また、外出で撮影した写真
をPCに自動保存できるので便利です＊7。さらに、ホームネット
ワーク内なら、PC内の写真や映像、音楽をスマートフォンに
保存でき、外出先で楽しめます。

AirGet for TOSHIBA＊5 東芝オリジナル

レグザタブレット＊10で撮った写真をPCで!

レグザタブレット＊10やスマートフォン＊11で撮影した写真や
映像をPCにコピーしたり、PC内の写真をコピーしたり、
手軽に保存して楽しむことができます＊12。

MediaSync™ for TOSHIBA

クラウドで簡単共有!

写真やドキュメントなど
をクラウドにアップして
おけば、家族や友達と
簡単にデータ共有ができ
るので便利です。

SugarSync
デジタル貸金庫

dynabooKで広がる楽しい活用術はこちら▲

http://dynabook.com/pc/dekiru/

＊5 V832、V632、R822、R732は東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。
＊6 インターネットに接続している必要があります。スマートフォンに「AirGet for TOSHIBA」アプリをイン
ストールする必要があります。Google Play™またはApp Storeで公開中。　＊7 あらかじめ設定しておく
必要があります。　

▲外出先のスマートフォン＊6▲自宅のPC

TV機能がなくても好きなTV番組が楽しめる!

テレビ＊8やレコーダー＊8に録画した番組や放送中の番組を、家の
好きな場所で楽しむことが可能。タッチ＊2操作にも対応し、より快
適にテレビを見ることができます＊9。

RZスイート express 東芝オリジナル

＊8 専用アプリケーション対応のレグザ、レグザブルーレイ/レグザサーバー。対応機器と動作状況について
詳しくはWebページをご覧ください。　＊9 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。

インターネット

タッチ＊2で写真をめくったり、自分好みに加工したり、
4K映像編集も楽しめる。写真・映像 PCとスマートフォンやタブレット、

テレビが連携して、コンテンツを自在に楽しめる。デバイス連携

各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。  「ソフトウェア対応表（22ページ）」「仕様表（28～34ページ）」をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。

＊3 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、異なる人物の顔を同一
人物として分類したり、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。　＊4 東芝
製無線LAN搭載SDHCメモリカード。

ビデオ通話や、その録画が、簡単に楽しめる!

Windows 8.1＊1ではSkype™を標準搭載。ビデオ通話を
すぐに始められます。さらに、ビデオ通話を録画して楽しん
だり、「Skypeらくらくナビ」で使い方を簡単に学ぶことも
できます。

Skype録画 Skypeらくらくナビ

美しさが違う、4K映像編集も!

ビデオカメラやデジカメで撮った映像に豊富な視覚効果を
加えて、オリジナルムービーを作成できます。さらに、デジ
タル一眼カメラ（約800万画素以上）などで撮影した4K解像
度の写真を使用して、美しい
4K解像度のフォトムービーも
作成できます。

Corel VideoStudio X6 VE for TOSHIBA

Windows 8.1＊1が

楽しい

人物の顔を認識し、人の顔ごとにまとめて分類・表示できます。

■顔検出表示

プロのテクニックを簡単に実現!

ひと味違った雰囲気に加工できる多彩なインス
タント効果から、プロ並みの編集まで可能。初心者
でも上級者でもアイデアあふれる楽しい写真に仕上
げることができます。

Adobe® Photoshop® Elements 11
Corel PaintShop Pro X5
for TOSHIBA

写真に入り込んでしまった不要なものを、ブラシで軽くなぞるだけで消去できます。

ス
者
上

写真に入り込んでしまった不要なものを ブラシで軽くなぞるだけで消去できます

■写真からいらないものを削除
〈Adobe® Photoshop® Elements 11の使用例〉

▼ 削除してスッキリ

外出先で、スマートフォン＊6

から自宅のPCへアクセス。
PCの写真をどこででも見
られます。

リビングのレグザ＊8/レグザブルーレイ＊8/レグザサーバー＊8▶  ベランダのPC

＊10 REGZA Tablet AT830、AT700、AT570、AT500、AT501。　＊11 Android™プラットフォーム
搭載スマートフォン。すべての機器の動作を保証するものではありません。　＊12 別途ご使用
のレグザタブレット/スマートフォンに合ったUSBケーブルが必要です。

※共有するには設定が必要です。　
※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。

外出先の
タブレットから

▼

▲自宅のPCから ▲親戚・友人のPCから

SugarSync
デジタル貸金庫（                          ）
クラウド

＊1 T654、T554、D814、D714、D713、D513に搭載。T653、T953、R732、V832、 V632、V713、R822、D833はWindows 8 を搭載。
＊2 タッチパネル搭載モデルは、T654、T653、T953、V832、V713、R822、D833、D814のみ。

保存してある写真をグループごとに、
時系列に並べて閲覧できます。

人物の顔を認識し 人の顔ごとにまとめて分類・表示できます

■■顔検出表示

■時系列で表示

保存してある写真をグループごとに

■■時系列で表示

©2013 Skype and/or Microsoft
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大容量と高速アクセスを両立

東芝の新世代ハイブリッドドライブは、ハードディスクとSSDを
組み合わせていた従来型ハイブリッドドライブとは違い、ハード
ディスクに加えてNAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリ
として活用することで、大容量と高速アクセスを両立しています。

ハイブリッドドライブ
（1TB＋NAND型フラッシュメモリ）

Windows 8.1＊1で

安 心
新OSのおたすけアプリからデータ移   行（引越）作業の
代行サービスまで、手厚くサポート。こ   の先長く使える高性能も。

従来型ハイブリッドドライブ 
［1TB（5,400rpm）＋SSD］

新世代ハイブリッドドライブ
［1TB（5,400rpm＋NAND）］ 約13秒

約16秒

※R732/38Jを使用した起動時間の比較。東芝調べ。ご利用の環境によっては数値が異なる場合が
あります。

OS起動時間（Windows 8 通常モード）の比較

新OSの操作にとまどっても、おたすけアプリで解決

Windows 8.1＊1の基本操作からマイクロソフトのアカ
ウント取得方法まで、動画でやさしく解説してくれる
アプリや、やりたいことからアプリがさがせるおたすけ
アプリで、新OSもスムーズに理解できます。

おたすけナビ™
動画で学ぶWindows 8.1

買い替えでも安心！
使い慣れたPC環境をスムーズに引っ越し

今までお使いのPC環境やデータを、新しいPCに簡単引っ越し。
Windows 8.1＊1を使い慣れた環境でフルに楽しめます。

PC引越ナビ® 

大切な写真やデータを
自動バックアップ、自動分類

指定したデータをクラウド（SugarSync）に
自動バックアップ。しかも、カテゴリに合わせて
自動分類してくれます。

バックアップナビ クラウド

Windows 8 / 8.1 搭載
dynabook

LANクロスケーブル＊2や
USBメモリで

    カンタン引っ越し！

バックアップナビ
クラウドを使えば、
ケーブルや
USBメモリなしで
引っ越しできる!

いままで
お使いのPC

4K解像度でテレビに出力可能

東芝PCは、今後普及が見込まれる4K対応液晶テレビへのHDMI 4K
出力＊3にいち早く正式対応しました。フルHDの4倍にあたる4K解像度
での安定した出力を実現するために、専用ICを搭載。高画質な写真・
映像の４K出力を可能にし、
4K対応液晶テレビ＊3で圧倒的な
美しさを楽しめます。

4K出力対応

＊3 4K対応液晶テレビに、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。

Windows 8.1＊1を簡単に始められる。
自動バックアップも、おまかせ。乗り換え安心 4K出力対応、次世代高速無線LAN規格など、

安心して長く使える先進機能を搭載。長く使える

各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。  「ソフトウェア対応表（22ページ）」「仕様表（28～34ページ）」をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。

■ おたすけナビ■ 動画で学ぶWindows 8.1

ストレージ容量は
5GBまで無料

（SugarSync）
クラウド

各機能機能・ソフト対応ト対応 デはモデ よルによ 異なり異な ますります 「「ソフトウトウェ 対応ア対応表（表（2 ペ2ページジ）

次世代無線LAN規格で
高速無線LAN環境を実現

次世代の高速無線LAN規格「11ac」は、新しい高速化技術を
使って、従来の「11n」に比べ、より高速な通信速度を実現します。

IEEE802.11ac

」「仕様仕様表（表（28～3 ペ4ページ）ジ）」を 覧をご覧くださください ※画面はハメコミ合成です」

バッテリー寿命を長く保つ、
eco充電モード

バッテリーは、「満充電」を放置または繰り返すと、
劣化の速度が早まります。「バッテリーライフサイクル」
では、バッテリーの満充電
時の容量を抑えることで、
バッテリーの寿命を延ばす
ことが可能。ACアダプター
でのご使用が多い方におす
すめです。

バッテリーライフサイクル

11：2Mbps
11b：11Mbps
11g/a：54Mbps

11n：300Mbps
11ac：433Mbps（T654、T554/67K・56K）

11ac：867Mbps（D814）

無線LAN規格のスピードの比較

＊1 T654、T554、D814、D714、D713、D513に搭載。T653、T953、
       R732、V832、 V632、V713、R822、D833はWindows 8 を搭載。

4K対応液晶テレビ＊3

ハイスピード
HDMIケーブル

フルHD 4K

フルHDの4倍、圧倒的に
美しい4K解像度

（3,840×2,160ドット）

dynabooKで広がる楽しい活用術はこちら▲

http://dynabook.com/pc/dekiru/

電話相談、何度でも無料。データ移行作業の代行サービス（有料）もご用意

東芝PCあんしんサポート 
オペレーターによる電話サポートが何度でも無料。
Windows 8.1＊1のご質問もおまかせください。

■ 電話サポート、何度でも無料
■ 遠隔支援サービス、何度でも無料

4つのプラン
から

お選びください PC設定相談・代行対面サポート

データ引越パック引取サポート
PC遠隔設定代行遠隔サポート

Windows 8 乗換設定訪問サポート

お客様に代わって、東芝がPCのデータ移行（引越）作業を行います。

PC移行作業代行サービス（有料） 各プランについて
詳しくは27ページへ

＊2 今までお使いのPCに、 LANコネクタが必要です。
なお、今までお使いのPCが東芝製で、ギガビット
イーサネット（1000 Base-T）搭載の場合、通常の
LANケーブル（ストレートケーブル）をご使用いた
だけます。

Windows XP SP3、Windows Vista、
Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 を
プレインストールしているPC

HDMI 4K出力＊3

出 力

 Windows 8    なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。
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USBポートを有効活用できる「Bluetooth® マウス」付属

　 リュクスホワイト
photo：T654/68KW

＊1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de
Surveillance S.A.  【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく  【抗菌方法と場所】無機抗菌成分（亜鉛系）をキーボードのキートップに塗布  【試験結果】抗菌活性値2.0以上　＊2 T654のみ。T653はWindows 8 を搭載。
＊3  JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）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、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。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。

※画面はハメコミ合成です。

　 モデナレッド
photo：T654/68KR

　 プレシャスブラック
photo：T654/68KB

Windows 8.1＊2を軽快に操れるタッチパネル搭載。
3色から選べるスリム＆上質デザイン、こだわりのサウンドも楽しめる
タッチ対応スタンダードノート。

タッチ
対応

艶やかで、指紋も目立ちにくい上質デザイン
艶やかさと上品さを兼ね備え、指紋も目立ちにくい
ので、いつでも心地よく使用できます。

（T654/68K）（T654/57K）

OSモデル名 カラー

8GB（4GB×2）
PC3L-12800/
最大16GB

T654/68K

T654/57K

Windows 8.1

Windows 8

インテル® Core™
i7-4700MQ プロセッサー
2.40GHz（最大3.40GHz）

インテル® Core™
i3-4005U プロセッサー

1.70GHz

ディスプレイ メモリ HDD

Office 
Home
and

Business
2013

アプリケーション

Adobe® Photoshop® Elements 11
Corel PaintShop Pro X5 for TOSHIBA
Corel VideoStudio X6 VE for TOSHIBA

Corel PaintShop Pro X5 for TOSHIBA
Corel VideoStudio X6 VE for TOSHIBA

－

ドライブ

約5.5時間

約7.0時間

バッテリー
 駆動時間＊3CPU

約207万
画素

Web
カメラ

1TBタッチパネル
付き

15.6型ワイド
HD
Clear

SuperView
LED液晶
省電力LED
バックライト（ 　 　 　 ）4GB（4GB×1）PC3-10600/

最大8GB

＊1本製品に搭載
Surveillance S.A
＊3 JEITAバッテリ

T653/46J
インテル® Celeron®
プロセッサー 847

1.10GHz
約4.0時間

約92万
画素750GB

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
BDXL™
対応（　　　）

（W）（B）（R）

（W）（B）（R）

（W）（B）（R）
タッチ
対応

タッチ
対応

タッチ
対応

［正面部］

［背面部］ ［左側面部］

⑧ ⑩

①

⑪

［右側面部］

④②

⑨

⑤③ ⑥ ⑦

①
②
③
④
⑤
⑥

ブリッジメディアスロット
ヘッドホン出力端子
マイク入力端子
USB3.0コネクタ×2
HDMI出力端子
RGBコネクタ

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

セキュリティロック・スロット
電源コネクタ
LANコネクタ
USB2.0コネクタ
ブルーレイディスクドライブ

※写真はT654/68KWです。

東芝PC
あんしんサポート
詳しくは24ページへ詳しくは7ページへ

最新Off ice搭載！

新しい Office ではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013 詳しくは27ページへ

eco充電モード
バッテリーライフサイクル

OS 美しく、速く、なめらかに。 Windows 8.1 を搭載
Windows  8 .1  64ビット

これまでにない快適な使い心地。
初めてのWindows 8.1＊2でも安心。快快適・適・安心安心

本体とコーディネイトされた文字色
を施したタイルキーボードに、抗菌
コーティングを採用することで、文字
がかすれにくいうえに細菌の増殖を
抑え、快適に使えます。

次世代高速無線LAN規格
Draft IEEE802.11ac対応

格段に高速なワイヤレス環境を実現

T654

「動画で学ぶシリーズ」 「おたすけナビ™」
楽しく学べる、「困った」を解決してくれる、充実アプリ

抗菌タイルキーボード＊1

抗菌処理を施した

フルHD Webカメラ（約207万画素） ＋ Skype™
高画質ビデオ通話も楽しめる

BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ
ディスク1枚に100GBのデータを保存できる

Windows 8.1＊2 を
快適に操れるタッチタッチ

静電容量式タッチパネル
指先で直感的に操作できる

タッチパネル搭載により、タッチ操作に最適化されたWindows 8.1 
の使いやすさをフルに活用可能。大きなボタンや、タッチによる
直感的な操作など、タッチパネルの使いやすさを実感できます。
また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

▲ 横スクロール

画面のスクロールは、指先でスワイプ
（すべらせる）するだけ。ダイレクトで
わかりやすい。

▲ 拡大/縮小

画面の拡大/縮小は、指のジェスチャ
（2本指で広げる/つまむ）で簡単に
できる。

T654

＊4 4K対応液晶テレビに、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 4K対応液晶テレビに ハイスピ ドHDMIケ ブルを使用して接続することで

デジカメ画像や地図などのネットコンテンツを、フルHD解像度の4倍の
情報量となる4K解像度（3,840×2,160ドット）で4K対応液晶テレビに
出力できるので、迫力ある画面で楽しめます。また、動画再生時には
30fpsで出力することが可能です。 詳しくは7ページへ

高精細に出力可能! 4K出力対応＊4
T654

Windows  8  64ビット T653

いつもの写真や映像を
もっと楽しく、もっとキレイに写真・映像

思い出フォトビューア
撮りためた写真を、見やすくまとめて楽しく閲覧

Corel  VideoStudio X6 VE for TOSHIBA
ビデオ編集が初めてでも簡単。4K映像編集にも対応

T654

Adobe® Photoshop® Elements 11
Corel PaintShop Pro X5 for TOSHIBA

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
T654/68K

T654

名門オーディオブランドの
いい音を日常に音

オンキヨー製ステレオスピーカー、
DTS  Sound™

ダイナミックなサラウンド音響を堪能

音楽・映画・ゲームなどで、臨場感
あふれるダイナミックなサラウンド
音響を堪能できます。

問題や危険性のある有害サイトを遮断  i -フィルター

お子様に見せたくないサイトの範囲設定や閲覧履歴を把握でき、
安心して使えます。

T654/68K

dynabooKで広がる
楽しい活用術は

▲

http://dynabook.com/pc/dekiru/

 Windows 8    なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。
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「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」  
全モデル適合

ht tp: //dynabook .comdynabookの
情報はこちらでも

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」  
全モデル適合

抗菌タイル
   キーボード＊1

タッチパネル

W

タッチ対応
スタンダードノートPC

Standard

15.6型ワイド（16：9）タッチ対応 15.6型ワイド（16：9）タッチ対応

T654
T653

T554
V832

V632
V
713

R822
R732

T953
D
833

D
814

D
714

D
713

D
513

サ
ポ
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・

サ
ー
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ス
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フ
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ア

・
オ
プ
シ
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ン

で
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る
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応
表
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HDMI 4K出力＊4

     （T654）

出 力



上質なデザインを際立たせる4色のカラーバリエーション＊2。
こだわりのサウンドシステムや楽しみが広がるアプリも充実。
テレビへの4 K出力＊5も楽しめる、スタンダードノート。

OS 美しく、速く、なめらかに。 Windows 8.1 を搭載

＊1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de
Surveillance S.A.   【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく   【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布   【試験結果】抗菌活性値2.0以上　＊2 T554/67K・45Kのみ。
T554/56Kは3色のカラーバリエーション。　＊3 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）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、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。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。　＊4 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。

［正面部］

［背面部］ ［左側面部］

⑧ ⑩

①

⑪

［右側面部］

④②

⑨

⑤③ ⑥ ⑦

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

ブリッジメディアスロット
ヘッドホン出力端子
マイク入力端子
USB3.0コネクタ×2
HDMI出力端子
RGBコネクタ
セキュリティロック・スロット

⑧
⑨
⑩
⑪

電源コネクタ
LANコネクタ
USB2.0コネクタ
ブルーレイディスクドライブ
（T554/67K・56K）
DVDスーパーマルチドライブ
（T554/45K）※写真はT554/67KWです。

OSモデル名 カラー

Windows 8.1

ディスプレイ メモリ HDD アプリケーションドライブ バッテリー
 駆動時間＊3CPU Web

カメラ

インテル® Core™
i7-4700MQ プロセッサー
2.40GHz（最大3.40GHz）

インテル® Core™
i3-4005U プロセッサー

1.70GHz

約5.5時間

約7.0時間
約92万
画素

約207万
画素

750GB

1TB
15.6型ワイド

HD
Clear

SuperView
LED液晶
省電力LED
バックライト（ 　 　 　 ）

T554/67K（W）（B） （G）（R）

T554/45K（W）（B） （G）（R）

8GB
（4GB×2）
PC3L-12800/
最大16GB

4GB
（4GB×1）
PC3L-12800/
最大16GB

Office
Home
and

Business
2013

いつもの写真や映像を
もっと楽しく、もっとキレイに写写真・映像名門オーディオブランドの

いい音を日常に音
オンキヨー製ステレオスピーカー、
DTS Sound™

ダイナミックなサラウンド音響を堪能

ハイファイオーディオ分野で培った技術を投入し、ナチュラルで
豊かなサウンドを創出するオンキヨー製ステレオスピーカーと、
音の左右の広がり感、奥行き感を再現するDTS Sound™を搭載。
音楽・映画・ゲームなどで、臨場感あふれるダイナミックなサラ
ウンド音響を堪能
できます。

これまでにない快適な使い心地。初めてのWindows 8.1でも安心。快適快適・安心・安心

周辺機器と手軽に接続＊4  Bluetooth® Ver4.0

本体とコーディネイトされた文字色を施したタイルキー
ボードに、抗菌コーティングを採用することで、文字が
かすれにくいうえに細菌の増殖を抑え、快適に使えます。

思い出フォトビューア

撮りためた写真を、
見やすくまとめて楽しく閲覧

BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ
ディスク1枚に100GBのデータを保存できる

Windows  8 .1  64ビット

Adobe® Photoshop® Elements 11
Corel PaintShop Pro X5 for TOSHIBA

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
T554/67K

Adobe® Photoshop® Elements 11
Corel PaintShop Pro X5 for TOSHIBA
Corel VideoStudio X6 VE for TOSHIBA

インテル® Core™
i5-4200U プロセッサー
1.60GHz（最大2.60GHz）

T554/45K

T554/56K （W）（B）（R）
Corel PaintShop Pro X5 for TOSHIBA
Corel VideoStudio X6 VE for TOSHIBA

艶やかで、指紋も目立ちにくい上質デザイン
艶やかさと上品さを兼ね備え、指紋も目立ちにくい
ので、いつでも心地よく使用できます。

　 プレシャスブラック 　 ライトゴールド　 モデナレッド　 リュクスホワイト （T554/67K） （T554/45K）（T554/56K）

　 リュクスホワイト
photo：T554/67KW

※画面はハメコミ合成です。

＊5 4K対応液晶テレビに、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。
＊5 4K対応液晶テレビに ハイスピ ドHDMIケ ブルを使用して

デジカメ画像や地図などのネットコンテンツを、フルHD
解像度の4倍の情報量となる4K解像度（3,840×2,160
ドット）で4K対応液晶テレビに出力できるので、迫力ある
画面で楽しめます。また、動画再生時には30fpsで出力
することが可能です。

高精細に出力可能! 4K出力対応＊5

次世代高速無線LAN規格Draft IEEE802.11ac対応
格段に高速なワイヤレス環境を実現

T554/56K

T554/67K

Corel VideoStudio X6 VE for TOSHIBA
ビデオ編集が初めてでも簡単。4K映像編集にも対応

抗菌タイルキーボード＊1

抗菌処理を施した

フルHD Webカメラ（約207万画素） ＋ Skype™
高画質ビデオ通話も楽しめる

T554/67K

東芝PC
あんしんサポート
詳しくは24ページへ詳しくは7ページへ

最新Off ice搭載！

新しい Office ではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013 詳しくは27ページへ

eco充電モード
バッテリーライフサイクル

詳しくは7ページへ

「動画で学ぶシリーズ」 「おたすけナビ™」
楽しく学べる、「困った」を解決してくれる、充実アプリ

Bluetooth® マウス付属
（本体と同色）

USBポートを有効活用できる  

（　　　）

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
 BDXL™
対応

DVD
スーパー
マルチ
ドライブ

問題や危険性のある有害サイトを遮断  i -フィルター

お子様に見せたくないサイトの範囲設定や閲覧履歴を把握
でき、安心して使えます。

（　　　　　）T554/67K
T554/56K

T554/56K

T554/67K

dynabooKで広がる
楽しい活用術は

▲

http://dynabook.com/pc/dekiru/

 Windows 8    なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。
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「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」  
全モデル適合

ht tp: //dynabook .comdynabookの
情報はこちらでも

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」  
全モデル適合

抗菌タイル
   キーボード＊1

スタンダード
ノートPC

Standard

15.6型ワイド（16：9）

T654
T653

T554
V832

V632
V
713

R822
R732
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D
833

D
814

D
714

D
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D
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HDMI 4K出力＊5

出 力



T953/T8J

OS CPU メモリ ドライブ アプリケーションTVチューナー バッテリー
 駆動時間＊2ディスプレイモデル名 カラー

Office
Home
and

Business
2013

8GB
（4GB×2）
PC3L-12800/
最大16GB

タッチパネル付き
15.6型ワイド FHD
Clear SuperView
LED液晶
省電力LED
バックライト（　　　　）

約3.4時間

Web
カメラ

約200万
画素Windows 8

地上/BS/
110度CS
デジタル
放送対応
ダブル

TVチューナー

インテル® Core™
i7-4700MQ
プロセッサー
2.40GHz

（最大3.40GHz）

1TB
新世代

ハイブリッド
ドライブ

HDD

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
BDXL™
対応（　　　）

（G）
タッチ
対応

Adobe®
Photoshop®
Elements 11
Adobe®
Premiere®
Elements 11

モデル名 カラー OS ハイブリッド
ドライブ WiMAXCPU ディスプレイ メモリ ドライブ Web

カメラ 軽さ

Windows 8 
8GB

（4GB×2）
PC3-12800/
最大16GB

約1.47kg

バッテリー
駆動時間＊1 

1TB
新世代
ハイブリッド
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

Office 
Home
and

Business
2013

約11時間

インテル® Core™
i7-3540M プロセッサー
3.00GHz（最大3.70GHz）

インテル® Core™
i5-3230M プロセッサー
2.60GHz（最大3.20GHz）

WORLD
WiMAX
対応

約1.44kg

約130万
画素

R732/38J

R732/37J

（B）

（W）

（W）

13.3型ワイド
HD

軽量・高輝度
LED液晶
省電力LED
バックライト（　　　　　）

Adobe® Photoshop®
Elements 11

Adobe® Premiere®
Elements 11

－

アプリケーション

＊1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A.   【試験方法】
JIS Z 2801：2010に基づく   【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布   【試験結果】抗菌活性値2.0以上　＊2 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）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、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。
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 東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ（順次走査）表示方式の画像をそのまま
表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境に
よって違いの出ることがあります。　＊4 4K対応液晶テレビに、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。　※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。

＊1 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）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 バッテリパック92AA（オプション）の色は、グラファイトブラックです。　＊3 ハニカムリブ構造を
採用した場合と採用しない場合の比較。当社独自テストによる。　＊4 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。

プレシャスホワイト

※画面はハメコミ合成です。グラファイトブラック ※画面はハメコミ合成です。グ イトブ ク

OS 美しく、速く、なめらかに。 Windows 8 を搭載
Windows  8  64ビット

高速データ転送 USB3.0×2搭載

どこでも高速無線通信  WiMAX通信モジュール内蔵

高速無線LAN対応 IEEE802.11a/b/g/n 搭載
高速でつながりやすい5GHz帯も使える

安心の強さ、
耐久性を実現堅牢堅牢

液晶カバーの一体成型で強度をアップ

100kgf面加圧、76cm落下、30cc防滴テストをクリア＊4

ドイツの認証機関「テュフラインランドグループ」の耐久テストをクリア＊4

ハイブリッドドライブなど、
快適なパフォーマンスを追求快適快適

ブルーレイディスクドライブ
ハイビジョンビデオカメラの映像もきれいなまま保存

R732/38J

無線で、有線で、
快適に楽しめる高速通信高速通信

軽さや長時間駆動など
モバイル性能を追求モビリティ

軽量液晶などで軽さを追求 軽さ約1.44kg

外出先でもたっぷり使える 約11時間＊1駆動

eco充電モード搭載 バッテリーライフサイクル
磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減 東芝HDDプロテクション

R732/37J

※バッテリパック92AA（オプション）＊2を使えば、最大約16時間＊1の長時間バッテリー駆動を実現できます。

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

斜め方向への
強度も確保荷重のかかるパームレスト部分やHDDカバー

にハニカムリブ構造を採用し、強度アップを実現
しています。

強度が24％＊3アップ。ハニカムリブ構造

ハニカム形状のリブが応力を分散し、強度をアップ。

新世代ハイブリッドドライブ（HDD＋NAND）1TB
大容量と高速アクセスを両立

大容量1TBのハードディスクに加え、NAND型フラッ
シュメモリをキャッシュメモリとして活用することで、
アプリケーションやOSの起動を高速化します。

軽量・薄型ボディに、
先進機能と使いやすさを搭載。
メインマシンに、モバイルに。
本物の高性能を、
ひとりでも多くの人へ。

洗練された美しいボディに、TV/ブルーレイ/
PC/サウンドシステムを凝縮した1台4役。
タッチ対応フルHD液晶も搭載した、
ハイスタンダードAVノート。

photo：T953/T8J
クレッセントゴールド

※画面はハメコミ合成です。

高精細に出力可能!

4K出力対応

タッチ
対応

新世代ハイブリッドドライブ（HDD＋NAND）1TB
大容量と高速アクセスを両立

ハイブリッドドライブで
快適な使い心地を実現快適快適

抗菌処理を施した 抗菌タイルキーボード＊1

暗い場所でも快適に入力できる バックライトキーボード

高画質ビデオ通話も楽しめる フルHD Webカメラ（約200万画素）

高速無線LAN対応 IEEE802.11a/b/g/n 搭載

高音質高音質 名門オーディオブランド
のいい音を日常に

音のクオリティを追求したサウンド技術

■ harman/kardon® ステレオスピーカー

■ DTS Studio Sound™

第4世代のクアッドコア
CPUを搭載　高性能高性能

インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー
第4世代ならではの圧倒的なグラフィック性能と省電力

Windows 8 を
快適に操れるタッチタッチ

指先で直感的に操作できる 静電容量式タッチパネル

3波対応でW録®もできる。
フルHD液晶で、テレビもキレイTV

3波対応ダブルチューナー。W録®も可能 ×2 ×2 ×2

＊3

OS 美しく、速く、なめらかに。 Windows 8 を搭載
Windows  8  64ビット

ノートPCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域
まで豊かな表現力を体感できます。

15.6型 16:9ワイド フルHD液晶
ハイビジョン映像をありのままに美しく

dynabook TV Center
見やすい番組表などTV視聴が便利に

詳しくは7ページへ

 Windows 8    なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。
12 13

スリムコンパクト
ノートPC

Slim
Compact

13.3型ワイド（16：9）

抗菌タイル
   キーボード＊1

タッチパネル

ハイスタンダード
AVノートPC

TV
15.6型ワイド（16：9）タッチ対応

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」  
全モデル適合

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」  
全モデル適合
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HDMI 4K出力＊4

出 力


