
（V834）

（D814）

（V834）

東芝なら、しっかりサポート、期間制限なし！

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30～32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

もれな
く

プレゼ
ント!

dynabook Tabを買って、

Bluetooth®キーボードをもらおう!キャンペーン
発表日～ 2014年1月26日 日対象購入期間 応  募  期  間 発売日～ 2014年1月31日 金

キャンペーンについて詳しくは51ページをご覧ください。

dynabook REGZA PCを買って、

タッチパッドをもらおう! キャンペーン
d

タもれな
く

プレゼ
ント!

もれな
く

1ヵ月無
料!

dynabook Tabを買って、

Skype™有料プランを1ヵ月無料で使おう! キャンペーン
発表日～ 2014年3月31日 月対象購入期間 応  募  期  間 発売日～ 2014年4月15日 火

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17日金 月

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！キャンペーンもれな
く

プレゼ
ント!

ーンン

2013年10月25日 2014年2月17

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

このカタログの記載内容は2014年1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 - 936 ©1401350（1）DNP

国内営業統括部



＊1 V834、V634、VT484、R734、T654、T554、V714、D814、D714、D713、D513に搭載。N514、T953はWindows 8を搭載。　＊2 タッチパネル搭載モデルは、V834、VT484、N514、T654、T953、V714、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　＊5 4K対応
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 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（引越）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。

Windows 8.1＊1に

進  化写真の整理や閲覧がタ　 ッチ＊2で快適。
新OSの使い方など手厚　 くサポート！

■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。

設計の品質からサポートの品質まで、
「心を打つ、クオリティ」を追求！

PCを通じて、毎日がもっと楽しく快適になるように。使う人のやりたいことや目標
がかなえられるように。機能やデザインなど製品そのものの品質はもちろんの
こと、PCをつくる製造現場での生産品質、PCを
お届けしたあとのサービス・サポートの品質まで。
dynabookは、日本だけではなくグローバルにPC
事業を展開し培ってきたノウハウをいかして、あら
ゆるプロセスで「高品質」にこだわり続けています。

詳しくは4～7ページへ

写
新

dynabookで

楽しい・安心楽しい・安心 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!

設
「

PCを通じて 毎日がもっ

dynabookは

高品質

毎日をもっと楽しく、快適に！ 高品質 にこだわり続けるdynabook。
dynabookがめざす高品質は、機能やデザインなど製品そのものの品質だけではありません。製品設計へのこだわりから、　  製造現場・製品検査、サポート・サービスにいたるまで一貫して「高品質」を追求しています。

すべては使う人に喜びを感じていただくために。毎日をもっと楽しく快適にお過ごしいただくために。これから　 も、PCのスペックを超えた、使う人の「心を打つ、クオリティ」にこだわり続けます。

8.0型Windows タブレット、
「dynabook Tab」誕生

タッチパネル

P10

スリム＆スタイリッシュ。
タッチ対応スタンダードノート

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＊5
出 力

P16

プライベートを愉しむためのノートPCへ。
dynabook KIRA

次世代高速
無線LAN規格

11ac
タッチパネル

P8

HDMI 4K出力＊5
出 力

詳しくはこちらへ　▶http://dynabook.com/pc/gallery/

Windows 8.1＊1がスムーズに
始められる。使い慣れた
PC環境への引っ越しもおまかせ

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

▲おたすけナビ™

▲思い出フォトビューア

乗り換え
安 心

たの

ラインアップがさらに充実

抗菌タイル
キーボード＊3

P18

抗菌タイル
キーボード＊3

タッチ
対応

P20

抗菌タイル
キーボード＊4

P26

抗菌タイル
キーボード＊4

タッチ
対応
D814

P24

P14

タッチ
対応

P22

タッチ
対応

P12

抗菌タイル
キーボード＊3

タッチ
対応

P16

タッチ
対応
V834

P8

V834

タッチ
対応

P10

 Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。



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
スマートフォンやタブレット＊5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＊6。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
フォンやタブレットに保存でき、外出先で楽しめます。

AirGet for TOSHIBA 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 インターネットに接続している必要があります。スマートフォンやタブレットに「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。
＊6 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やタブレット＊5▲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＊7 東芝オリジナル

＊7 モデルによって搭載されるバージョンが異なります。詳しくは「ソフトウェア対応表（28～29ページ）」でご確認くだ
さい。　＊8 配信機能に対応したテレビやレコーダー。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（28ページ）」「仕様表（34～40ページ）」をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。

＊3 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。　＊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
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、スマートフォンや
タブレット＊5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。

リビングのテレビやレコーダー＊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 V834、 V634、VT484、R734、T654、T554、V714、D814、D714、D713、D513に搭載。N514、T953はWindows 8 を搭載。
＊2 タッチパネル搭載モデルは、V834、VT484、N514、T654、T953、V714、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

©2014 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。

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にスムーズに引っ越し。
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
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がスムーズに始められる。
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

■ 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

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「Draft IEEE802.11ac」は、新しい
高速化技術を使って、従来の「IEEE802.11n」に比べ、より高速な
通信速度を実現します。

IEEE802.11ac

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（N514、T654、T554/67K・56K）

11ac：867Mbps（V834、V634、R734、V714、D814）

無線LAN規格のスピードの比較

4K対応テレビ＊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）

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33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

dynabookで広がる楽しい活用術はこちら▲

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

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（28ページ）」「仕様表（34～40ページ）」をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。

＊1 V834、 V634、VT484、R734、T654、T554、V714、D814、D714、D713、D513に搭載。
      N514、T953はWindows 8 を搭載。

※R732/38Jを使用したPCMARK™ Vantageスコアの比較。東芝調べ。

データ転送（書込み・読出し速度）のベンチマーク結果

約5倍高速

新世代ハイブリッドドライブ
［1TB（5,400rpm＋NAND）］

従来型ハイブリッドドライブ 
［1TB（5,400rpm）＋SSD］ 約2.9倍高速

HDD
［1TB（5,400rpm）］ 約約5倍高速

ッッ
m）＋SSD］ 2 9
ッッドドドライブドライブ 
）＋SSD］ 2 9

 Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。
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＊4 V834、V634/28Kのみ。　＊5 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。
＊6 V834、V634/28KはWQHD液晶（2,560×1,440ドット）、V634/27KはHD液晶（1,366×768ドット）です。
＊7 V834のみ。　＊8 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。　＊9 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。

東芝PCあんしんサポート
詳しくは30ページへ

dynabook KIRA スペシャルサイト 公開中！
PC、タブレットはこちらから 

▶

http://dynabook.com/pc/ultrabook-v/
スマートフォンは

▶こちらから

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

マグネシウムの強度と質感をフルに生かした上質デザイン。
この軽さ、薄さ、コンパクトさで、優れた堅牢性とモビリティを実現デデザインイン

マグネシウム合金ボディ
軽量で美しく、しかも強靭

軽量で強度にも優れたマグネシウム
合金をボディに採用。天板に強度と
素材の質感を両立させるマグネシウム
プレス加工技術を施し、高品位な美し
さを際立たせています。

バスタブ構造、フレームレスキーボード、ハニカムリブ構造
3つの成型技術を結集した高い堅牢性

底面から側面部を一体化してボディ剛性を高める「バスタブ構造」。
キーボードと筐体を一体化させて強度を高め、さらに梁が厚くたわみ
にくい「フレームレスキーボード」。ねじれやひねりに強い「ハニカム
リブ構造」。東芝PCがこれまで培ってきた、これらの成型技術を結集
して、軽量・薄型ボディながら、高い堅牢性を実現しています。

Photo：V834
※画面はハメコミ合成です。

ノートPCとは思えない
迫りくるパワフルサウンド高音質高音質

harman/kardon® ステレオスピーカー
専用設計による驚きのサウンドクオリティ

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを
搭載。取り付け位置、アンプの性能、机からの反射による反響までも
考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音
から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました＊9。

DTS Studio Sound™
音の広がりや奥行きをさらに豊かに

スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正して、音の広がり
や奥行き感などを豊かにするなど、harman/kardon®スピーカーの
能力を最大限に引き出します。

モデル名 OS SSD CPUディスプレイ メモリ Web
カメラ 軽さ

8GB
（4GB＋4GB）
PC3L-12800
（交換不可）

約1.35kg

バッテリー
    駆動時間＊3

約14時間

約22時間

128GB
    高速SSD＊8

Office

Office
Home
and

Business
2013

キーボード

バックライト
キーボード

インテル®
 Core™
i5-4200U
プロセッサー
1.60GHz

（最大2.60GHz）

約92万
画素Windows 8.1

タッチパネル付き 13.3型ワイド
WQHD 軽量・高輝度 LED液晶
（省電力LEDバックライト）

カラー

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）

V834/29K （S）

 
約1.12kg

13.3型ワイド WQHD
軽量・高輝度 LED液晶

（省電力LEDバックライト）
V634/28K （S）

V634/27K （S）

① ブリッジメディアスロット　② ヘッドホン出力、マイク/オーディオ入力端子　③ USB3.0コネクタ　④ 電源コネクタ　⑤ HDMI出力端子　⑥ USB3.0コネクタ×2 ※写真はV834です。

［ 正 面 部 ］

①②③

［ 右 側 面 部 ］ ［ 背 面 部 ］ ［ 左 側 面 部 ］

⑤④ ⑥

タッチ
対応

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

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・映像写真・映像

Adobe® Photoshop® Elements 11
さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる

TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink＋ 
写真・映像を超解像技術で、見違えるほどキレイに

dynabookで広がる
楽しい活用術は

▲

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

高速SSDやキーボードなど
細部まで快適さを追求快適快適

フルサイズ＆バックライトキーボード  キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm
心地いい打鍵感、暗い場所でも入力できる

軽量・小型ACアダプター  質量約175g（ACケーブルの質量除く）持ち歩きに便利

東芝画面設定ユーティリティ
作業に合わせて文字サイズが変更でき、使い勝手が向上

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

128GB  高速SSD＊8さらなる高速化を実現

圧倒的な高精細描写と
タッチパネル＊7による快適操作高画質高画質

13.3型ワイド（16：9） WQHD液晶

写真や映像のディテールまで、
驚くほどリアルに美しく再現

13.3型のWQHD（2,560×1,440ドット）＊4の高精細液晶を搭載。
これまで表示できなかった繊細なディテールまで、美しく鮮やかに
映し出します。液晶テレビ・レグザで
培った高い映像技術を生かし、出荷
前に液晶パネル1台1台の色調整を
実施し＊5、最適な色味を実現しました。

WQHD液晶 2,560×1,440WQHD液晶 2,560×1,440WQHD液晶 2,560×1,440

フルHD液晶 1,920×1,080フルHD液晶 1,920×1,080フルHD液晶 1,920×1,080

直感的な操作で、作業をよりすばやく、スムーズに行うことが可能。
指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングも施し、またヒンジ部分
のトルクを調整することで、タッチしたときの振動を軽減しています。

静電容量式タッチパネル
指先で直感的に操作できる

V834

V834 V634/28K

基板の小型化、アンテナ位置の工夫、あらゆる成型技術を駆使してコンパクトボディを実現しました。外出先でもたっぷり使える約22時間＊2＊3

（V634/27K）の長時間バッテリー駆動で、持ちやすさと利便性も高めています。

機能に妥協のない、軽さ・薄さ・世界最長＊1の駆動時間 軽さ 約1.12kg、長時間バッテリー駆動  約22時間＊2＊3
V634/27K

※V834：軽さ 約1.35kg、バッテリー駆動 約14時間。V634/28K：軽さ 約1.12kg、バッテリー駆動 約14時間。

ただ眺めているだけで心が踊るデザイン、

一台一台色味を調えた＊5息をのむほどの高精細ディスプレイ＊6、

想像を超える高品位サウンド、蜂の巣から学んだハニカム構造の堅牢ボディ、

時間の束縛から解放される、最大約22時間＊2＊3のバッテリー駆動、

指先で直感的に操作できるタッチパネル＊7。

使う人一人ひとりに愉しんでいただきたい、そんな願いを込めて、

dynabook KIRAは、一つひとつこだわり抜きました。
＊10 4K対応テレビに、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。＊10 4K対応テレビに 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

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＊10

詳しくは7ページへ

＊1 13.3型ワイド液晶搭載機で一般に市販されて
いるコンシューマー向けノートPCとして。2013年11月
18日現在、東芝調べ。　＊2 V634/27K。　＊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。　

プライベートを愉しむためのノートPCへ。
世界最長＊1約22時間＊2＊3の長時間駆動を実現。
一台ずつこだわりの色調整を実施＊5。
PCの常識を変えるリアルな再現力、
WQHD液晶ディスプレイを搭載＊4した
dynabook KIRA。
選べる3モデルで登場。

たの

＊7

タッチ
対応

99

「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

HDMI 4K出力＊10

出 力

（V834）
タッチパネル
（V834）

た

プレミアム
スリムノートPC

Premium
Slim

13.3型ワイド（16：9）

プ ベ

タッチ対応
ウルトラブック

13.3型ワイド（16：9）タッチ対応

Ultra
   book™

ウルトラブ ク

UltUltrall
 book™

T654
サ
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・
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片手で持てる軽量ボディ。
インターフェースも充実8.08.0型&拡張性拡張性

キレイで見やすい  8.0型ワイド WXGA液晶
ビデオ通話も、撮影も楽しめる　　

＊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。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。　＊2 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。　＊3 VT484/26Kは
デスクトップ版をプレインストールしています。　＊4 東芝製以外のレコーダーをご利用の場合は、「RZスイート express」（Windows ストア版）と最新の「RZスイート express」（デスクトップ版）をダウンロードする必要が
あります。　＊5 VT484/26K・23Kに搭載。VT484/22KはOffice Personal 2013を搭載。　＊6 インターネット環境が必要です。

OS 美しく、速く、なめらかに。 Windows 8.1 を搭載
Windows  8 .1  32ビット

操作性操作性 使い慣れたWindows PCと同じ操作で使える
使い慣れた操作で、Windows も Office もフルに楽しめる。
片手で持って、指先ひとつで使える。
8.0型Windowsタブレット、「dynabook Tab」誕生。

モデル名 OS ストレージCPUディスプレイ メモリ Webカメラ 軽さ

2GB
（交換不可）

約445g

バッテリー
    駆動時間＊1 

約11時間

64GB
フラッシュ
メモリ

Office

Office
Home and
Business 2013

Office
Personal 2013

前面：約200万画素
背面：約800万画素Windows 8.1

タッチパネル付き
8.0型ワイド WXGA

LED液晶
広視野角/省電力
LEDバックライト（　　　　　　）

VT484/26K

カラー

（G）

32GB
フラッシュ
メモリ

VT484/23K （G）

タッチ
対応

タッチ
対応

＊1 JEITAバッテリ動作時
バッテリーパックが寿命
デスクトップ版をプレイ
あります ＊5 VT484/

VT484/22K （G）
タッチ
対応

ソフトウェアキーボード
を使って、タテ向きでも
ヨコ向きでも、快適に
文字入力ができます。

快適な文字入力
タテでもヨコでも、指先で打てる

片手に収まる8.0型コンパクトサイズながら、800×1,280
ドット（縦表示の場合）の表示領域を実現。タテ向きでも
ヨコ向きでも、見やすい表示に最適化され、使い慣れた
Windowsを快適に操ることができます。また、ライブタイルで
常に最新情報が見られるなど、新しい便利さも体感できます。

PCと同じ操作性タテでも、ヨコでも使いやすい

さまざまなシーンで、
快適な使い心地を実現高性能高性能

約11時間＊1の長時間バッテリー駆動

対応プリンターやプロジェクターとワイヤレスでつながる
高速無線LAN規格   IEEE802.11a/b/g/n対応

スリープ状態でもメールボックスを更新。復帰後に最新メールが確認できる
Connected  Standby

CPUコアを4つ搭載するとともに、GPUを内蔵した新世代クアッド
コアプロセッサーを搭載。処理能力を大幅に向上しています。

インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー搭載　
新世代クアッドコアプロセッサー

GPSを搭載しているので、地図ソフトでルート検索時＊6に便利です。

5つのセンサー搭載
GPS・電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー・照度センサー

お手持ちのBluetooth®マウスも使える  Bluetooth® Ver4.0＊2

多彩なアプリで
毎日をもっと楽しく、便利にアプリプリ

さまざまな効果を使って、ベストショットの写真を
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA
ビデオ編集が初めてでも簡単。視覚効果で楽しく演出
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

東芝PC
あんしんサポート
詳しくは30ページへ詳しくは6ページへ

あんしんのナビ機能

小さなバッグにも、スマートに出し入れできる 薄型・軽量ボディ

レコーダーの録画番組の再生・持ち出しができる
RZスイート express＊3＊4

撮りためた「思い出」を楽しく活用
思い出フォトビューア

ホワイトボードの内容をすばやくデータ化
TruCapture
ホワイトボードに書かれた内容や手持ち資料を
撮影して、データ化（JPEG）できます。

※画面はハメコミ合成です。

最新版のOfficeを標準搭載。WordやExcel、PowerPoint、OneNoteなど使い
慣れた5つのアプリケーションを、いつでもどこでもフルに活用できます。

Office Home and Business 2013搭載＊5
Word/Excel/PowerPointが外出先でも使える

Skype™中の画面を動画で録画できます。離れている家族とのビデオ通話を
録画して、あとで再生して楽しんだり、ビデオ通話の記録として残せます。

Skype™ 録画ビデオ通話を録画できる 

さらにVT484/26K（64GB フラッシュメモリ搭載モデル）なら、本格アプリでもっと楽しい　　

無料のテンプレートをすぐに使える 楽しもう Office アプリ for タブレット

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
Office Personal 2013 詳しくは27ページへ

①マイク
②プリンターなどに接続できる
　microUSBコネクタ（充電時にも使用）
③大画面テレビに映し出せる
　HDMI（micro） 出力端子
④ヘッドセット/ヘッドホン端子
⑤外部ストレージとして使える
　microSDカードスロット
⑥電源スイッチ
⑦音量ボタン
⑧スピーカー
⑨Webカメラ（前面）
⑩Webカメラ（背面）

［背面］⑩
［上側面部］

［下側面部］

［前面］ ［右側面部］［左側面部］

⑥

⑦

②③① ④①
⑨

⑤

⑧ ⑧

ソフトウェアキーボード

前面：約200万画素、背面：約800万画素のWebカメラ 

PCで見慣れたヨコ向きの画面
表示はもちろん、タテ向きの画
面でも、見やすいレイアウトに
最適化してくれます

PCで
表示
面で
最適適化してくれます最適

インテル® Atom™
Z3740 プロセッサー

1.33GHz
バースト周波数
1.86GHz（　　　　　　）

（VT484/26K・23K） （VT484/22K）

タッチ
対応

 Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

http: //dynabook .comdynabookの情報はこちらでも
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タッチパネル

Windows
タブレット

Windows
Tablet

8.0型ワイド（16：10）タッチ対応
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