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

電 話 サポ ート相 談 は
サポートのWeb予約も
遠 隔 支 援 サ ービスも

無料！
無料！
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。
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。
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。

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

東芝PCあんしんサポート
通話料無料

0120-97-1048

［ 受 付 時 間 ］9：00〜19：00（ 年 中 無 休 ）

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

※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。

詳しくは24〜25ページをご覧ください。
（V834）

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
対象購入期間

2014年4月1日 火 〜2014年4月30日 水

詳しくはキャンペーンサイトで

▲

なく
もれ ント!
ゼ
プレ

応 募 期 間

2014年4月1日 火 〜2014年5月9日 金

http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/

dynabook Tabを買って、

Bluetooth®キーボードをもらおう! キャ
ャンペー
ーン
対象購入期間

火 〜2014年5月18日
日
日
2014年4月1日
発表日 〜 2014年1月26日

詳しくはキャンペーンサイトで

▲

なく
もれ ント!
ゼ
プレ

応 募 期 間

2014年4月1日 火 〜2014年5月23日 金

http://dynabook.com/pc/campaign/dynabooktab/

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、IntelCore、
Core Inside、
Intel
SpeedStep、Atom、Atomロゴ、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、
マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は､Microsoft Windows Operating Systemです。
●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って
画面写真を使用しています。
●Adobe、
PhotoshopおよびRevelは、
Adobe Systems Incorporated
（アドビシステムズ社）
の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™
および関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物で
あり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corel PaintShop Pro、Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creator、Roxio MediaBook Reader、Roxio MediaBook Expressは、
カナダ、米国および/またはその他の国々におけるCorel Corporationの商標または登録商標です。●“sMedio”、“Airget”及び“sMedio TrueLink＋”は株式会社sMedioの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、MediaSyncは、
CyberLink Corporationの商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及び
その他の国における登録商標です。
●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。
●TRENDMICRO、
ウイルスバスター、
ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
●harman/kardon®はHarman International社
の登録商標です。●「Sound by Onkyo」、
「Onkyo Speakers Installed」とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●FacebookおよびFacebookロゴは
Facebook,Inc.の商標または登録商標です。
●「PC引越ナビ」
は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、
ZBRAIN、
アイフィルター/i-フィルターは、
デジタルアーツ株式会社の登録商標です。
●テレビサービスは株式
●HDMI、
HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、
HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。
●LoiLoScopeは、
株式会社LoiLoの著作物であり、
著作権、
その他の権利は株式
会社アイキャストが提供するサービスです。
会社LoiLo及び各権利者に帰属します。
●デジブックは、
株式会社ルクレの登録商標です。
●Bluetoothは、
その商標権者が所有しており、
東芝はライセンスに基づき使用しています。
●
「テレビ王国」
はソニー株式会社の登録商標です。
●iEPGは、
ソニー
株式会社が提唱するインターネットでの番組録画予約方式の名称です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmを
ご覧ください。
■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、
こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。
HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、
PCの動きが
不安定になったり、
故障の原因となることもありますので、
あらかじめご了承ください。
■PCのハードディスクに記録されたデータは、
「削除」
や
「フォーマット」
を行っただけでは再生されることがあります。
完全消去を行う場合は、
本製品に搭載されている
「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。
詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。
■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、
製品発表月から6年6ヵ月です。
■Windows 8 /
Windows 8.1 対応ソフトウェアをご使用ください。
本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載の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。
■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので､実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。
また、
写真の色は印刷のため、
実際の製品の色と多少異なる
場合があります。
■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、
これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるよう
お願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、
これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）
・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあり
ます。
■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書
（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、
損害が発生した場合、
当社ではいっさい責任を負いかね
1TB＝1000×1000×1000×1000byte換算値です。
1MB=1024×1024byte、
1GB=1024×1024×1024byte、
ますのであらかじめご了承ください。
■本カタログに記載のSSD、
ハードディスクの容量は、
1MB=1000×1000byte、
1GB=1000×1000×1000byte、
1TB＝1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、
実容量は少なくなりますのでご注意ください。
■本製品には、
有寿命部品
（液晶ディスプレイ、
ハードディスク、
SSD、
冷却用ファンなど）
が含まれています。
交換時期の目安は、
使用
頻度や使用環境
（温湿度など）
などの条件により異なりますが、
本製品を通常使用した場合、
1日に約8時間、
1ヵ月で25日のご使用で約5年です。
24時間を超えるような長時間連続使用など、
ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品
交換（有料）が必要となります。
一般社団法人電子情報技術産業協会
「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」
（http://home.jeita.or.jp/page̲file/20110511155520̲FuLZW1JpDj.pdf）
■無線通信についてはペースメーカー
（医療機器）
に
影響をおよぼすおそれがあるので、
病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。
■本カタログに記載されている数値および表記は2014年4月現在のものです。

パーソナル

クライアントソリューション社

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。

このカタログの記載内容は 2014 年 4月現在のものです。

管理番号 PC - 970a ©1404 400（1）DNP
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PCは今こそ買いどき！
PCは今こそ買いど

❶

新
新生活を快適に
はじめるなら

❷

Wind ows XPが
快適な最新PC が
❸
サポート終了だから
そろっているから

先進、安心、楽しいdynabook で、新生 活をもっと楽しく、自分らしく。

たの

プライベートを愉しむためのノートP C、

スリム＆スタイリッシュ。

「d yna b o o k K IRA」 P14

タッチ対応スタンダードノート
8. 0型 Wi n d ows タブレット、
「d y n a b ook Ta b」 P16

P8

迫 力の2 3 型 大画 面で3 波を楽しむ。
タッチ対 応 液 晶 一 体 型 A VPC

P20

Windows XPのサポートが2014年4月9日に終了します。

設計からサポートまで「心を打つ、クオリティ」を追求するdynabook。この春のラインアップは、先進、安心、楽しいを追
フルHD液晶搭載モデルも充実
dynabookなら

先進

長く快適に使える先進機能を搭載

■画像や文字がキレイな高精細ディスプレイモデルが充実
■複数端末の同時使用でも快適な無線LAN環境を実現
■テレビへの4K出力で、圧倒的な美しさが楽しめる＊
詳しくは4 ページへ

求。快適な新生活や買い替えを応援します。
写真もスマホ連携もdynabook！

データ移行も使い方も、
おまかせ

安心

はじめてのWindows 8.1をサ

ポート

■使い慣れたPC環境をスムーズに新しいPCへお引
■サポートスタッフが操作を遠隔サポートしてくれ
■操作にとまどっても、おたすけアプリが解決してく

っ越し
る
れる

dynabookなら

詳しくは5ページへ

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。

dynabookなら

楽しい

写真や映像を楽しく整理・共有しよう

■撮りためた写真を楽しく分類・整理。スマートフォンとの連携も
■人気のAdobeアプリで、思い出を楽しく、美しく編集
■プライベートスペースに最適な1台4役モデルも選べる

dynabookなら

高品質

設計からサポートまで
「心を打つ、
クオリティ」を追求
詳しくはこちらへ▶ http://dynabook.com/pc/gallery/

詳しくは6・7ページへ

＊ 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。 ※画面はハメコミ合成です。

あなたのPCスタイルに合わせて選べる、 ■スタンダード/ネットノートPC・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 8〜
充実のラインアップ
■ウルトラブック/プレミアムスリムノートPC ・・・・・ P13〜

■ Windows タブレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16

■ ハイスタンダードAVノートPC・・・・・・・・・・・・・ P18

■ソフトウェア/オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22〜

■スリムコンパクトノートPC・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17

■ 液晶一体型PC/AV PC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P19〜

■ 東芝PCサポート・サービス・・・・・・・・・・・・・・ P24〜

Win d ows ストアで 新しいアプリを見つけよう 。

■ラインアップ表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P37〜

dynabookなら

先進

一 歩 先 行く先 進 機 能 搭 載で、
この先も長く快 適に使える！

dynabookなら

見やすくキレイな液
見やすくキレイな液晶
見やす
すく
くキレイな液 晶 、高 速 無 線 L A
AN
N 環 境など
境など、今
今選
選ぶべき先進
選ぶべき先 進 機 能を搭 載

しっかりサポートで、買い替えや
Windows 8.1＊5 の不 安を解消！

安心

データの移行や、
デ
タの 移行や 「困った」
「困った
「困 た
た」の解決なども、
の解決な
の解
決なども
ども、dynabo
d
b ok
kにおまかせ

フルHDからW
WQHDまで 高
高輝度
高精細液晶モデルが充実
高輝度・高精細液晶モデルが充実。
高輝度・高精細 フルHDからWQHDまで、
ディスプレイ 画像も文字も、なめらかで鮮明に表示できる

デ タ
データ
移行

使い慣れたPC環境やデータを、
使い慣れたPC
C環境やデ タ
タを スムーズに新しいPCへお引っ越し
スム ズに新しいPC お引 越し
データ移行アプリ PC 引越ナビ ®

いままで
お使いのPC

■地図などは、解像度が高いほど、より広い範囲の情報を1画面に表示できるので、経路や周辺を把握しやすい

■使い慣れた環境で、Windows 8.1＊5 やOffice 2013を
すぐに使いはじめられる

■斜めから見ても美しい広視野角液晶

■わかりやすいナビ画面で、初めてでも 操作がスムーズ

■デスクトップアイコンの「東芝画面設定ユーティリティ」で、いつでも見やすい文字サイズに切り替えできる

■LANクロスケーブル ＊6 やUSBメモリ、外付けHDD

■写真、
動画から文字まで、
より鮮やかに映し出せるので、
見やすくキレイ

約1.5倍
明るい

を使用して引っ越し可能

フルHD液晶 1,920×1,080
HD液晶 1,366×768

HD液晶＊1

高速無線LAN
規格

◀東芝画面設定
ユーティリティ

◀従来機＊1 搭載HD液晶と
T654/78L搭載フルHD
液晶との比較
フルHD液晶

＊1 T654/68K。

Windows 8 / 8.1 搭載
dynabook

大量のデータも
スムーズに引っ越し！

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

＊5 T953のみWindows 8を搭載。
＊6 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。

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 !

文字やアイコンサイズ
を最適な大きさに切り
替え可能 !

▲フルHD液晶は、
より広い表示領域を確保

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

IEEE802.11ac対応で、より高速な無線LAN環境を実現。
11：2Mbps
高画質動画の再生もスムーズ
無線LAN規格のスピード

＊2

の比較

11b：11Mbps
11g/a：54Mbps

■従来（IEEE802.11n）に比べ、より高速な通信速度を実現
■タブレット、スマートフォンなど複数のデバイスを無線L AN接 続して
いても、データ通信がスムーズ

11n：300Mbps

遠隔
サポート

あなたのPC画面をスタッフが一緒に見ながら操作をサポート
電話＆インターネットサポート 遠隔支援サービス（東芝PCあんしんサポート）

■「電話だけではききたいことが伝わらない」そんな心配はもう
不 要 。インターネット経由でお 客 様のP C 画 面に指 示などを
行うため、むずかしい操作も的確に理解・実行できる
■遠隔支援サービスは、何度でも無料

（T654、T554、N514） 11ac：433Mbps

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。

インターネット

詳しくは24 ページへ

（V714、V834、V634、R734、D614、D513、D834、D714、D713）11ac：867Mbps

＊2 通信速度は規格上の理論値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
また、モデルによっては搭載される無線LANが異なるため、同じ規格でも仕様が異なります。無線LAN仕様については、33ページをご覧ください。

4K出力
対応

4K解像度でテレビに出力。
圧倒的な美しさが楽しめる

「 困った 」を Windows 8.1＊5の操作にとまどっても、
解決
おたすけアプリが解決してくれる
出力

PC操作学習アプリ

おたすけアプリ おたすけナビ™

HDMI 4K出力＊3

■より直感的に、
よりすばやく、やりたいことからアプリがさがせる
■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

■PCの使い方で迷ったり、困っても大丈夫。初心者の方でもここに
来ればスムーズに問題を解決できる

■専用IC搭載により、安定した4K映像出力＊3を実現
＊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。

ハイスピードHDMIケーブル

4K対応テレビ＊3

やりたいことからアプリがさがせる
3つのステップで該当するアプリを表示。
アプリの内容も確認できます。

4K映像
作成・保存

■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
カテゴリに関連したやりたいことが表示

❷ されるので選択

「あんしんのナビ機能」
❶「写真を楽しむ」
などのカテゴリをクリック
（タップ）

4K解像度のスライドショーがつくれる。4K出力＊3して楽しめる

動画で学ぶWindows 8.1

❸ 該当するアプリが表示される

動画作成アプリ CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA

データ移行作業の
代行サービス（有料）も
ご用意！

■4K解像度の写真を使ったスライドショーの作成が可能
■ハードウェアを使う変換処理により、映像ファイルの高速保存を実現 ＊4
＊4 T654、
T554、
D614、
D513、
D834、
D714、
D713のみ。

約800万画素以上の写真を使えば4K解像度のフォトムービーに▶

PC移行作業代行サービス（有料）
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。

ハイブリッドドライブ 東芝のハイブリッドドライブが、
（HDD＋NAND型フラッシュメモリ） 大容量データ保存と高速アクセスを両立

■Outlook Express、Outlookの設定/データ、Internet Explorerの設定、
マイドキュメント、デスクトップのファイルなどの移行が可能
■お客様のご希望により、4つのサポートプランからお選びいただけます。
●引取サポート
〈データ引越パック〉

●遠隔サポート
〈PC遠隔設定代行〉

●対面サポート
〈PC設定相談・代行〉

●訪問サポート
〈Windows 8 乗換設定〉

各サービスの詳細はWebをご覧ください

▶ http://www.toshiba-tie.co.jp/pciko/

対象のWindows 8.1搭載dynabookを買って、

■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

今なら、
代行費無料＊7！

PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう！
キャンペーン 実施中

詳しくはキャンペーンサイトで！
▶http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/
＊7 送料のみお客様ご負担。
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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（22〜23ページ）
」
「仕様表（26〜32ページ）
」
をご覧ください。

※画面はハメコミ合成です。
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dynabookなら

はじまりや出会いの多い春だから、写真や 映像を楽しく活用、みんなで共有。
テレビ機能やビデオ通話などで、新生活を スマートに楽しもう！

楽しい

写 真を
真を楽しく閲
を 楽し
しく閲 覧したり、
覧したり 簡 単 操 作で編 集して美しく残せる
集して美し
集
しく残
残せる
写真
表示・閲覧

1台4役モデルや多彩な便利機能で、
1 台4役モデルや多 彩な便 利 機 能で、新生活を快適に
新生活を快

撮りためた写真を楽しく分類・整理。
撮りためた写真を楽
楽しく分類 整
整理 スマートフォンとの連携も可能
スマ トフォンとの連携も可能
の連携も可

1台4役
モデル

静止画管理アプリ 思い出フォトビューア 東芝オリジナル

■撮りためた写真を好みのパターンで表示。時系列やカレンダー表示、顔ごとの
分類・表示 ＊1などにより、ふと過去の写真が目に入り、思い出がよみがえる

省エネ・省スペースだから、
省エネ
省スペ スだから プライベートスペースに最適
プライベ ト

TV

ハード
ディスク
レコーダー

サウンド
システム

PC

1台4役オールインワンモデル

T V 、レコーダー 、サウンドシステム 、P Cのすべてが 楽しめる1台4 役 。別々にそろえるより省エネ・省スペースで 、しかも
それぞれが高性能だから、新 生活をスマートにスタートできます。
1台 4 役 対応モデル ▶T953、D834、D714、D713

■「おもいで小槌」機能を使えば、選択した写真と同じ季節や同じ日付など関連
した写真を自動表示してくれるので、楽しみながら懐かしい写真に出会える
＊2

▲時系列で表示

デジカメからの写真取り込みがスムーズ
■「FlashAir™」 に対応しているので、

「見る」
「 録る」
「 残す」を、わがままに楽しめる
テレビ
視聴・録画 dynabook T V Center

＊3

■iPhone で撮った写真をワイヤレスで取り込める
＊1 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。 ＊2 東芝製無線LAN搭載SDHCメモリカード。 ＊3 iOS7.0以上の環境が必要です。

写真
編集・共有

＊1
◀
◀顔を分類して表示

見やすい番組表 ＊5と高速スクロールで見たい番組をすぐさがせたり、W長時間
録画 ＊6など便利機能を搭載。さらに、簡易編集機能で番組の残したいシーンだけ
をディスクに残せるなど、テレビをとことん楽しめます。

タッチ操作＊4 で簡単に写真加工が楽しめる

＊5 PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。 ＊6 T953、D834、D714のみ。
※番組表はインターネット経由で取得します。

写真加工アプリ Adobe® Photoshop® Express

■切り取りや回転、コントラスト・露出調整といった補正処理が
タッチ操作＊4 で可能
■ワンタッチで写真にさまざまなエフェクトをかけられる
クイックフィルター機能を搭載

▲セピア調に

■写真のノイズを軽減する「ノイズ除去機能」を搭載
＊4 タッチパネル搭載モデルのみ。詳しくは仕様表をご覧ください。
※Windows ストアからのダウンロード/インストールが必要です。

リビングのテレビやレコーダー＊8 ▶ ベランダの P C

＊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（22〜23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 タッチパネル搭載モデルのみ。詳しくは仕様表をご覧ください。 ＊10 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。

■編集ツールで見栄えよく仕上げた写真を、
クラウド（AdobeRevel.com）に
バックアップ

これは
便利ね！

みんなで
写真を共有して
楽しめる

■マルチデバイスで共有したり、好みのSNSで公開することも可能
■編集した写真がすべてのデバイス間で同期されるので、
どのデバイスから
でも最新状態の写真にアクセスできる
※当社は第三者により提供されるサービスおよびこれに関する事項について、一切の責任を負いません。また、サービス
の内容は、
予告なく変更・終了する場合があります。 ※Windows ストアからのダウンロード/インストールが必要です。

タブレット
タブレ

スマート
フォン

同じ写真が
見られる！

プロのテクニックを手軽に実現。記念のカードやアルバムづくりにも
静止画管理/編集アプリ Adobe® Photoshop® Elements 12

ビデオ
通話

離れた家族と顔を見て話せる、録画もできる
コミュニケーションアプリ Skype™

Skypeらくらくナビ

（Skype録画）
動画編集アプリ Corel® VideoStudio®

■離れて暮らす家族とはSkype™でビデオ通話を。
まるでその場にいるかのような
臨場感で会話が楽しめる

PC

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

〈Adobe® Photoshop® Elements 12の使用例〉
コンテンツに応じた移動

■ビデオ通話の録画も可能。あとで再生して楽しんだり、会話を記録して学習に
利用することも可能
■「Skypeらくらくナビ」
を使えば、Skype™が初めて
でも大丈夫。Skype™画面と並べて表示できる
ので、操作を確認しながら学べる

海外とのビデオ通話でも、
Skype™ユーザー同士なら通話料は無料＊11です。

海外でも安心して使える
▲手軽に編集して、
▲
手軽に編集し
して、
し
て 見栄えのいい
見
カードづくりなどに活用！

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（22〜23ページ）
」
「仕様表（26〜32ページ）
」
をご覧ください。

※画面はハメコミ合成です。

東芝ノートPCは、海外保守サポートにも対応。
留学や海外勤務など海外で使う際も安心です。

海外保守サポートについて
詳しくは25ページへ

dynabookで広がる
▲

▲写真内の人や物を簡単に移動。元の場所は自動的に背景で塗りつぶされます。

＊11 アカウントの取得が必要です。
インターネット通信料はお客様のご負担となります。

©2014 Skype and/or Microsoft

■「Ad ob e® Reve l™」と連 携し、タブレットや
スマートフォンとクラウド上で画像の自動同期
が可能
（「Adobe® Photoshop® Elements 12」
）
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＊7

■タッチ＊9 操作にも対応し、
より快適にテレビを見ることができる＊10

画像保管/管理アプリ Adobe® Revel™

■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

TV機能がなくても、好きな番組をPCで楽しもう
テレビ・
レコーダー連携 機器連携アプリ RZスイート express 東芝オリジナル
■自宅のテレビ＊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

手軽にトリミング▶

写真をまるごとクラウドに保存して、さまざまなデバイス間で共有&自動同期

本格写真
編集

▲主要7局を一覧表示できる番組表

楽しい活用術 は

http://dynabook.com/pc/dekiru/
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タッチ対応
スタンダードノートPC

Standard

出力
抗菌タイル
HDMI 4K出力＊2 フルHD液晶＊4
＊1
キーボード

タッチパネル

OS

快適に新しくなったWindows 8.1 を搭載

T654

（16：9）タッチ対応
15.6 型ワイド

Windows 8 .1 64ビット

3色から選べるスリム＆上質デザイン、Windows 8.1 や写真アプリを軽快に操れる

高画質

タッチ

明るい、広視野角、高精細

指先で直感的に操作できる 静電容量式タッチパネル

フルHD IPS（In Plane Switching）液晶

タッチ操作に最適化された
Windows 8.1 をタッチで操作

映像を楽しめます。
また、
解像度がフルHD（1,920×1,080ドット）の

でき、快適。直感的な操作で、

高精細液晶だから、
写真、
動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に

タッチパネルの使いやすさを

映し出します。専用アプリで、
文字サイズなどを最適な大きさ 約1.5倍
明るい
に切り替えることもできます。

実 感できます。また、指紋が

V834

IPS液晶は、
明るく視野角が広いので、
斜めから見ても自然で美しい

V714

拭き取りやすい耐 指 紋コー
ティングを採用しています。

詳しくは4 ページへ
従来機 ＊5搭載HD液晶と
＊5
フルHD液晶
T654/78L搭載フルHD液晶との比較▶ HD液晶
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

詳しくは4 ページへ

快適・安心

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

抗菌処理を施した

いつもの写真や映像を楽しく編集
手軽に共有 詳しくは4・6・7ページへ

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

タッチ操作で簡単に写真加工が楽しめる

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、

編集した写真をクラウドに保存。デバイス間での共有や自動同期も

快適に使えます。

Adobe® Revel™

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

撮りためた写真を、見やすくまとめて楽しく閲覧。スマートフォンとの連携も

8GBメモリ×1枚搭載（空きスロット確保）
ディスク1枚に100GBのデータを保存できる

BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ

CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA

高画質ビデオ通話も楽しめる

艶やかさと上品さを兼ね備え、指 紋も目立ちにくい

音

名門オーディオブランドの
いい音を日常に

楽しく学べる、
「 困った」を解決してくれる、充実アプリ

「動画で学ぶシリーズ」
「おたすけナビ™」詳しくは 5 ページへ
問題や危険性のある有害サイトを遮断 i - フィルター

オンキヨー製ステレオスピーカー、DTS Sound™

CPU

インテル® Core™
i7-4700MQ
Windows 8.1 プロセッサー
（W）
（ B（
）R ）
2.40GHz
（最大3.40GHz）

ディスプレイ

メモリ

HDD ドライブ

タッチパネル付き
15.6型ワイド
8GB（8GB×1）
FHD 高輝度
PC3L-12800/ 1TB
Clear SuperView
最大16GB
LED液晶
（省電力LEDバックライト）

Web バッテリー
＊3
カメラ 駆動時間

ブルーレイ
ディスク
約207万
ドライブ
画素
BDXL™
対応

（

）

約5時間

アプリケーション
Office
Home
and
Business
2013

Adobe® Photoshop®
Elements 12
Corel® PaintShop® Pro
for TOSHIBA
Corel® VideoStudio® X6 VE
for TOSHIBA
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http://dynabook.com/pc/dekiru/

［右側面部］

［正面部］

①
［背面部］

②③ ④ ⑤ ⑥

⑧⑨ ⑩

dynabook の
情報はこちらでも

⑦

［左側面部］

h t t p : //d y n a b o o k . c o m

⑪

「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

Win d ows ストアで 新しいアプリを見つけよう 。

① ブリッジメディアスロット
② ヘッドホン出力端子
③ マイク入力端子
④ USB3.0コネクタ×2
⑤ HDMI出力端子
⑥ RGBコネクタ

東芝PC
あんしんサポート
詳しくは24ページへ

⑦ セキュリティロック・スロット
⑧ 電源コネクタ
⑨ LANコネクタ
⑩ USB2.0コネクタ
⑪ ブルーレイディスクドライブ

※写真はT654/78LWです。

仕様表

＊1 本製品に搭載のキーボードには、
本製品に搭載
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 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。 ＊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 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。 ＊5 T654/68K。 ※画面はハメコミ合成です。

eco 充電モード
バッテリー
ライフサイクル

サポート
・
サービス

T654/78L

OS

楽しい活用術 は

ソフトウェア
・
オプション

タッチ
対応

カラー

dynabookで広がる

モデナレッド

▲

モデル名

プレシャスブラック

D713

ダイナミックなサラウンド音響を堪能

リュクスホワイト

D714

フルHD Webカメラ（約207万画素）＋ Skype™

USBポートを
有効活用できる
「Bluetooth® マウス」付属（本体と同色）

D834

4K解像度のスライドショーがつくれる

ので、いつでも心地よく使用できます。

D513

メモリ増設がムダなくできて、将来的にも安心

思い出フォトビューア
艶やかで、指紋も目立ちにくい上質デザイン

詳しくは 4 ページへ

Adobe® Photoshop® Elements 12
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

D614

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる

つや

T953

Adobe® Photoshop® Express

モデナレッド

R734

写真・映像

抗菌タイルキーボード＊1

V T484

高精細に出力可能 4K出力対応 ＊2

V634

タッチ
対応

Windows 8.1 を快適に操れる

N514

タッチ対応スタンダードノート。

＊4

文字も写真も
くっきり鮮やかに映し出す

T554

文字も写真もくっきりキレイに見える、高輝度・高精細フルHD液晶搭載。
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スタンダード
ノートPC

Standard

出力
＊6

OS

快適に新しくなったWindows 8.1 を搭載

T654

抗菌タイル
HDMI 4K出力＊4 フルHD液晶
＊1
（T554/76L）
キーボード

（16：9）
15.6 型ワイド

Windows 8 .1 64ビット

＊2

文字も写真も
くっきり鮮やかに映し出す

高画質

文字も写真もキレイに見える高輝度・高精細フルHD液晶 ＊3 や

＊6

T554/76L

音

T554

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 。
名門オーディオブランドの
いい音を日常に

ダイナミックなサラウンド音響を堪能

明るい、広視野角、高精細

＊4

つや

テレビへの4K出力 も楽しめる、
スタンダードノート。

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。

フルHD IPS（In Plane Switching）液晶

＊3

オンキヨー製ステレオスピーカー、
DTS Sound™

IPS液晶は、
明るく視野角が広いので、
斜めから見ても自然で美しい

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

高精細液晶＊3だから、
写真、
動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に

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、

映し出します。専用アプリで、
文字サイズなどを最適な大きさ 約1.5倍
明るい
に切り替えることもできます。

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

詳しくは4 ページへ

できます。

詳しくは4 ページへ

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・安心
いつもの写真や映像を楽しく編集
手軽に共有 詳しくは4・6・7ページへ

抗菌処理を施した
＊1

抗菌タイルキーボード

詳しくは 9 ページへ

簡単に写真加工が楽しめる

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

編集した写真をクラウドに保存。デバイス間での共有や自動同期も

モデナレッド

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる

周辺機器と手軽に接続

Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

4K解像度のスライドショーがつくれる

問題や危険性のある有害サイトを遮断 i - フィルター

カラー

T554/76L

（W）
（ B（
）R（
）G ）

T554/56L

（W）
（B）
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（W）
（ B（
）R（
）G ）

CPU

ディスプレイ

インテル® Core™
15.6型ワイド FHD 高輝度
i7-4700MQ プロセッサー Clear SuperView LED液晶
2.40GHz（ 最大3.40GHz） （省電力LEDバックライト）

Windows 8.1

インテル® Core™
i5-4200U プロセッサー
1.60GHz（ 最大2.60GHz）
インテル® Core™
i3-4005U プロセッサー
1.70GHz

15.6型ワイド HD
Clear SuperView LED液晶
（省電力LEDバックライト）

［背面部］

メモリ

8GB
（8GB×1）
PC3L-12800/
最大16GB

4GB
（4GB×1）
PC3L-12800/
最大16GB

Web バッテリー
HDD ドライブ カメラ 駆動時間＊5

1TB

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
BDXL™
約92万
対応
画素

（

約5時間

）

DVD
スーパー
マルチ
ドライブ

アプリケーション

約7時間

Corel®
Office
PaintShop® Pro
Home
for TOSHIBA
and
Corel®
Business
2013 VideoStudio® X6 VE
for TOSHIBA

⑦

※写真はT554/76LWです。

⑧⑨ ⑩

⑪

＊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 T554/76L・45Lのみ。
T554/56Lは2色のカラーバリエーション。 ＊3 T554/76Lのみ。T554/56L・45LはHD液晶搭載。 ＊4 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。
＊5 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。 ＊6 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。 ＊7 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 ＊8 T554/67K。 ※画面はハメコミ合成です。

dynabook の
情報はこちらでも

h t t p : //d y n a b o o k . c o m

「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

Win d ows ストアで 新しいアプリを見つけよう 。

仕様表

T554/45L

OS

②③ ④ ⑤ ⑥
［左側面部］

⑧ 電源コネクタ
⑨ LANコネクタ
⑩ USB2.0コネクタ
⑪ ブルーレイディスクドライブ
（T554/76L・56L）
DVDスーパーマルチドライブ
（T554/45L）

サポート
・
サービス

モデル名

①

）

① ブリッジメディアスロット
② ヘッドホン出力端子
③ マイク入力端子
④ USB3.0コネクタ×2
⑤ HDMI出力端子
⑥ RGBコネクタ
⑦ セキュリティロック・スロット

詳しくは24ページへ

ソフトウェア
・
オプション

［右側面部］

東芝PC
あんしんサポート

D713

▲

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

［正面部］

（

eco 充電モード
バッテリー
ライフサイクル

D714

楽しい活用術 は

D834

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる T554/76L
BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ T554/56L

CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA

T554/76L
（T554/76L）
（T554/56L）
（T554/45L） T554/56L

D513

Bluetooth® マウス付属（本体と同色）

思い出フォトビューア

dynabookで広がる

Bluetooth® Ver4.0

USBポートを有効活用できる

撮りためた写真を、見やすくまとめて楽しく閲覧。
スマートフォンとの連携も

ライトゴールド

＊7

D614

メモリ増設がムダなくできて、将来的にも安心 T554/76L
8GBメモリ×1枚搭載（空きスロット確保） T554/56L

Adobe® Revel™
リュクスホワイト

詳しくは 4 ページへ

T953

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現

Adobe® Photoshop® Express

R734

写真・映像

V T484

高精細に出力可能 4K出力対応 ＊4

V634

従来機＊8 搭載HD液晶と
＊8
フルHD液晶
T554/76L搭載フルHD液晶との比較▶ HD液晶
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

ックなサラウンド音響を堪能

V834

映像を楽しめます。
また、
解像度がフルHD（1,920×1,080ドット）の

V714

艶やかで、指紋も目立ちにくい
上質デザイン

N514

プレシャスブラック

こだわりのサウンドシステム搭載。
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