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（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 8.1 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ハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、
1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=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、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。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/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.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2013年10月現在のものです。

充実のインターフェース

ネット動画もDVDもデジカメも大画面で

HDMI出力端子

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）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

Tel 043-298-8780
（通話料お客様負担）

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には
こちらの番号におかけください。

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

東芝PCあんしんサポート フリーアクセス 0120-97-1048
おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。

受付時間 9:00-22:00

■ 修理受付
お客様のさまざまな疑問にスタッフが
ていねいにお答えします。

受付時間 9:00-19:00

■ 電話サポート

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

万が一の故障のときもあんしん。
ピックアップやこん包・配送も
おまかせください。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）

保証期間後も

手間・箱いらず
集配無料

こん包無料

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。詳しい内容につきましては「PC総合カタログ（2013.10）」をご覧ください。

相談無料

年中無休

何度でも
東芝なら、しっかりサポート、期間制限なし！

相談無料

通話料無料

何度でも

東芝独自の超解像技術でキレイに見る

◆Windows Media® Player 12　◆TOSHIBA VIDEO PLAYER
◆TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink＋

撮りためた写真や映像を、東芝独自の超解像技術〈レゾリューションプラス〉を使って、見違えるほどキレイな画質で
楽しめます。ホームビデオやダウンロードしたネット動画、DVDタイトルまでキレイに変換して楽しめます。
※「TOSHIBA VIDEO PLAYER」で映像を再生する場合、「Windows Media® Player 12」で映像を再生する場合、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で
映像・写真ファイルを再生する場合に有効です。

元の映像 変換後の映像

▼ぼやけているシーンもクッキリ、明るく！

超
解
像
処
理

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴリズムを
採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎない
ように色補正をしたり、輪郭の強調も暗いシーンと明るいシーンで
処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

Windows 8.1 64ビット
インテル® Core™ i7-3630QM

プロセッサー
2.40GHz（最大3.40GHz）

4GB
（4GB×1）
/最大16GB

750GB DVDスーパー
マルチドライブ

OS CPU

15.6型 ワイド（16：9）HD
Clear SuperView LED液晶
（省電力LEDバックライト）

ディスプレイ HDD メモリ ドライブモデル名・カラー

USB3.0×2
USB2.0×1

TX/573K

美しく、速く、なめらかに。 Windows 8.1 を搭載

Windows 8.1 64ビット

J-Moss
グリーンマーク

「J-Mossグリーンマーク」
に適合

PCグリーンラベルの基準
（Ver.12）に適合 PCリサイクルマークがついた

東芝製PCは、排出時に新たな
回収再資源化料金のご負担
なく引き取ります。

PCを回収・リサイクル

RoHS指令に対応省エネ法（目標年度2011年度）の基準に対応

消費電力を抑えて節電「TOSHIBA ecoユーティリティ」
■ ecoモード：ecoモードに設定することで消費電力を低減します。
■ ピークシフト：自動的にAC電源からの電力供給をバッテリー駆動に切り替えます。
■ バッテリーライフサイクル：eco充電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、
　 バッテリー寿命を長く保つことができます。

4色から選べる、上質デザインのスタンダードノートPC。

■ Bluetooth® マウス（光学式）付属

★4色から選べる、
　 スタイリッシュボディ

※画面は
　ハメコミ合成です。

圧倒的な高速処理と省電力の先進のCPUを搭載

インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 動作周波数 2.40GHz（最大3.40GHz）

抗菌タイル
キーボード

抗菌処理を施した

※抗菌機能を有するために抗菌塗料を塗布
しております。詳細につきましては、本カタログ
裏面の「ハードウェア仕様表」でご確認ください。

リュクスホワイト
PATX573KSVW

プレシャスブラック
PATX573KSVB

ダイナミックなサラウンド音響を堪能

オンキヨー製
ステレオスピーカー

音の広がり感や奥行き感を
正確に再生

DTS Sound™
Bluetooth® Ver4.0
周辺機器と手軽に接続

※Bluetooth®対応の周辺機器が必要です。

ビデオ編集が初めてでも簡単。

Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

さまざまな効果を使って、
ベストショットをつくる

Adobe® Photoshop® 
Elements 11

▼ピンボケ写真をシャープに

ビデオ通話もカンタンに。Skype録画も楽しめる

約92万画素Webカメラ+Skype™
＋Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA＊

©2013 Skype and/or Microsoft

＊Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、
市販のVideoStudioとは機能が異なります。
※別途アカウントの作成が必要です。　※インターネット通信料はお客様のご負担
となります。　※Windows ストアアプリの「Skype™」がプレインストールされて
います。　※デスクトップアプリケーションの「Skype™」での通話を録画する
ことをおすすめします。デスクトップアプリケーションの「Skype™」はWebから
ダウンロードし、インストールする必要があります。

新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日

Office Personal 2013

モデナレッド
PATX573KSVR

ライトゴールド
PATX573KSVG

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

④USB3.0コネクタ×2
⑤HDMI出力端子
⑥RGBコネクタ

⑦セキュリティロック・スロット
⑧電源コネクタ
⑨LANコネクタ

⑩USB2.0コネクタ
⑪DVDスーパーマルチ
　ドライブ

正面部 左側面部右側面部

① ⑩ ⑪② ⑦⑤ ⑧④ ⑨③ ⑥

USB

ノートPC
2013.10

TX/573K
15.6 型



■ オプション　価格はすべてオープン価格です。 なお、 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。 （2013年10月現在）

製　品　名

増設メモリ（タイプ9）
（PC3-12800＜DDR3-1600＞）

型　番

PAME80098GB

PAME40094GB

製　品　名 型　番

IPCZ080DUSB光学式ミニホイールマウス 注1）注2）

IPCZ125BUSBレーザー式横スクロールマウス 注1）注2）注3）

注1）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。　注2）本機にはBluetooth®マウス（光学式）を付属しています。
注3）Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

注1）YouTubeを視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して高画質化が可能です。　注2）無料使用期間はご使用開始より90日間
です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込み
いただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。　注3）無料使用期間はご使用
開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp：//www.zmap.net/より
継続購入手続きを行ってください。　注4）無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。　注5）東芝画面設定ユーティリティの
レゾリューションプラス機能を使用して高画質化が可能です。　注6）Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは
機能が異なります。　注7）市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。　注8）アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存
しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたは
DVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。　注9）ハンドジェスチャ機能は「TOSHIBA VIDEO PLAYER」で使用
可能です。　注10）ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を
高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、
すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の
有効なウイルス検索ソフトを導入してください。　注11）無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、
オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。　注12）OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ
退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハード
ディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化
されたハードディスクからは、救助できません。　注13）レゾリューションプラス機能は出荷時はOFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。　注14）無料
お試し期間中は、ディスク容量1GBまでを30日間預けることができます。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。30日間（無料お試し期間）以降
ご利用になる場合は、ホームページより継続購入手続きを行ってください。デジタル貸金庫についてのお問い合わせは、下記をご覧ください。お客様サポートセンター
（E-mail）support@jp.tosafebox.com、（ホームページ）http://tosafebox.com/contact/index_j.htm　注15）体験版や試用版のソフトウェアは、市販のパッケージ
製品とは一部仕様が異なったり、機能に制限があります。　注16）最新版はWindowsストアよりダウンロード/インストールしてご利用ください。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。　※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。　※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる
場合があります。　※ソフトウェア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。

○…プレインストール　●…ハードディスク、または付属のメディアからインストールが必要　□…Webまたはdynabook.comからのダウンロード/インストールが必要 
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを
行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

■ ソフトウェア

OS

日本語入力システム

Windows 8.1  64ビット 
Microsoft® IME （Windows 8.1 標準IME）

インターネット閲覧 Windows® Internet Explorer® 11
コンテンツサービス 東芝プレイスガジェット

筆ぐるめ Ver.20 for TOSHIBA

★
ATOK 2013 for Windows

（60日間無償試用版） for TOSHIBA
★
★

★

i-フィルター® 6.0（90日版）Webフィルタリング 注2）注15）

注15）

注1）

注5）

はがき作成
デジタル全国地図いつもNAVI（90日版）地図 注3）注15）

電子書籍ビューアー ebi.BookReader4J 注4）
★

実用

インターネット／
通信

マルチメディア

○

○
○

○

○

SugarSyncクラウド ●

機器連携

動画編集

RZスイート express ○
★RZタグラー □

CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA ○

静止画管理／編集
○

Windows Media® Player 12

★TOSHIBA VIDEO PLAYER
【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 ○

プレーヤー
MS Flash Player ○

★
CyberLink™ MediaSync™ for TOSHIBA ○
AirGet for TOSHIBA ○

LoiLoScope2 30日体験版 ○
注6）

注15）
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA ○

Adobe® Photoshop® Elements 11 ●
注7）Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA ○

●

○

○
○

DigiBook®Browser for TOSHIBA

CD/DVD作成・コピー Roxio Creator LJ ○

その他
ユーティリティ

ウイルス検索／
駆除

データ移行
PC引越ナビ®

ウイルスバスタークラウド™  90日版 注10）注15）

音声・動作認識

サウンドシステム 東芝オーディオエンハンサー
（TOSHIBA Audio Enhancement） ★

てぶらナビ 注9）★

○
マカフィー サイトアドバイザー ライブ

（30日期間限定版） 注11）注15）●

○

○

注5）★ ○

オンラインビデオ U-NEXT ○

○★

DTS Sound™ ○★

バックアップナビ クラウド ○★
データ復旧 東芝ファイルレスキュー ○注12）★

○注13）★

データ消去 ハードディスクデータ消去機能 ○★

画面設定 東芝画面設定ユーティリティ
【レゾリューションプラス機能搭載】

アクセサリー ぱらちゃんVersion 2 ○★
音声合成エンジン Toshiba Speech Synthesis ○★
PDFファイル表示 Adobe® Reader® ○★

リカバリーディスク作成 TOSHIBA Recovery Media Creator 注8）★ ○

★

環境設定

TOSHIBA Active Display Off ○

★ ○
★ ○
★ ○

★PCシステム使用状況監視 東芝PCヘルスモニタ ○

おたすけナビ™ ○★
デスクトップアプリメニュー ○★

○注15）

サポート
動画で解決！操作ガイド ○★

ユーティリティ WinZip（体験版）

遠隔支援サービス ★ □
東芝サービスステーション ★ ○

パソコンで見るマニュアル ★ ○
PCあんしん点検ユーティリティ ★ ○

静止画

電子書籍

カメラ

コミュニケーション

サービス

タッチ向け
ルート検索

ツール

動画・静止画・
音楽

PC操作学習
（動画で学ぶ
シリーズ）

動画で学ぶWindows 8.1 ★

その他
ユーティリティ

Ｗindows 
ストアアプリ

○
動画で学ぶメール ★ □
動画で学ぶWord 2013 ★ ○
動画で学ぶExcel 2013 ★ ○
動画で学ぶPowerPoint 2013 ★ ○
動画で学ぶOutlook 2013 ★

★
★

★

注16）★

○

TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+
【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 ○

思い出フォトビューア ○

ユーザー登録 ★東芝お客様登録 ○

パーソナルラジオ AUPEO！ ○

Roxio MediaBook Reader ○
Roxio MediaBook Express ○
CyberLink™ YouCam for TOSHIBA ○
Skype™ ○

東芝プレイス ○

ホットペッパーグルメ ○
楽天gateway ○
シュフーチラシアプリ for TOSHIBA ○
Yahoo! オークション ○

○トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ

Fresh Paint ○

ゲーム
★SharkDash ○

○PAC-MAN CEDX 

NAVITIME for TOSHIBA ○

動画で学ぶSkype™ ★ □

★

クラウド 注14）★デジタル貸金庫（30日間無料お試し付き） ○

Skypeらくらくナビ ○

宿探 ○

動画で学ぶeco ★ □

動画で学ぶクラウド ★ □

ecoモード
ピークシフトTOSHIBA 

ecoユーティリティ
バッテリーライフサイクル

■ 大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、
　ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」 
ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを
強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

■ PCの再セットアップについて 
ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、
万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ バッテリーのリサイクルにご協力ください 
東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は
電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。　詳細は  http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

■ 使用上のご注意
本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの
製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

［動画編集に関するご注意］
●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、
趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが
生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化、消失について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。

［著作権に関するご注意］
●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を
複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の
変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受ける
ことがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

［DVDスーパーマルチドライブに関するご注意］
●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVD
メディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。
●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの
書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、
DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの
書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには
業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用
メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の２種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダー
との互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの
状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている
書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できない
ことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧

ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

無線LAN/Bluetooth®対応地域

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の
使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。　3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが
起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。
※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんので
ご了承ください。　※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdfを
ご覧ください。

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意
無線LAN
2.4DS/OF4

Bluetooth®
2.4FH1

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用
されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用
されています。

Microsoft Office Personal 2013＊

表計算 Microsoft Excel 2013ワープロ Microsoft Word 2013 メール・情報管理 Microsoft Outlook 2013

＊初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。　
※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。  詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ 光学ドライブ仕様

読み出し
（※2）

CD-ROM
DVD-ROM
CD-R
CD-RW（マルチスピード）
High Speed対応 CD-RW
Ultra Speed対応 CD-RW
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW

書き込み／
書き換え

ドライブ

（※3）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD±R 2層書き込み対応）（※1）

最大24倍速
最大  8倍速
最大24倍速
最大  4倍速
最大10倍速
最大16倍速
最大  8倍速
最大  6倍速
最大  6倍速

DVD+R
書き込み／
書き換え

ドライブ DVDスーパーマルチドライブ
（DVD±R 2層書き込み対応）（※1）

最大  8倍速
DVD+R DL 最大  6倍速
DVD+RW 最大  8倍速

読み出し対応
フォーマット

（※2）

DVD-RAM 最大  5倍速（※4）

DVD-ROM、DVD-Video（※5）、DVD-R、DVD-RW、
DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、
DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、
CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

※1.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。　※2.対応フォーマットによっては
再生ソフトが必要な場合があります。　※3.DVD-R DL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での読み出し/書き込みをサポートして
おりません。　※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは
使用できません。　※5.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。
■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを
接続した状態でご使用になることをおすすめします。　■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、
書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性に
あった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

■ ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）

マルチメディアカード　　　　　　（※6）

SDメモリカード　　　　　　（※2）（※3）

SDHCメモリカード　　　　　（※2）（※3）
miniSD/microSDメモリカード　　（※4）

miniSDHC/microSDHCメモリカード（※5）
SDXCメモリカード　　　　　（※2）（※3）

対応メモリカード（※1）

2GB

32GB

64GB
2GB

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではあり
ません。高速データ転送には対応しておりません。
※2.著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護
技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用
ください。　※3.SDIOカードには対応しておりません。
※4.miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用する
には、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
※5.miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを
使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが
必要です。　※6.SecureMMCには対応していません。

最大容量

■ ハードウェア仕様表
型番

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

1スロット

プレインストールOS

CPU

チップセット
キャッシュメモリ

メモリ
標準／最大
仕様
メモリ専用スロット
ディスプレイ

グラフィックアクセラレーター（※10）

表示機能

入力装置

ハードディスク

補助記憶
装置

光学ドライブ（※14）

通信機能
LAN

サウンド機能（※19）

ブリッジメディアスロット（※20）

バッテリー
駆動時間

電源
充電時間

ACアダプター

環境条件

外形寸法（突起部含まず）

主な付属品

保証（海外保証〈制限付〉を含む）
主なアプリケーション

無線LAN（※15）

インターフェース

PATX573KSVW PATX573KSVB PATX573KSVR PATX573KSVG

インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー

インテル® スマート・キャッシュ 6MB
コア数／スレッド数 4コア／8スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）
動作周波数 2.40GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.40GHz）

モバイル インテル® HM76 Expressチップセット

15.6型ワイド（16：9） HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※4）（※5）

リチウムイオン（バッテリーパック）（※24）

AC100V～240V、50/60Hz（※27）

温度5～35℃、湿度20～80% （ただし、結露しないこと）（※30）
環境性能レーティング（※31）

約4.7時間（※25）（※26）
約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）（※26）

ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書
Bluetooth® マウス（光学式）（電池（単3形）2個付属）、Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD 他

あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）
Microsoft Office Personal 2013、Adobe® Photoshop® Elements11

省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※29）

PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※3）

ジェスチャーコントロール付きクリックパッド（タッチパッド）

セキュリティ機能 BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
Webカメラ 有効画素数 約92万画素

IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※16）
Bluetooth（※15） Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0（※17）（※18）

外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）

本体キーボード
ポインティングデバイス

Bluetooth® マウス（光学式）マウス

最大2,048×1,536ドット（※6）／1,677万色

本体のディスプレイと同時表示 最大1,366×768ドット（※7）／1,677万色（※8）
外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション） 最大1,920×1,080ドット（1080P）（※34）/1,677万色、HDCP対応

最大1,792MB （メインメモリと共用）（※9） 

標準消費電力（※28）（最大）

質量（※32）

解像度／
表示色

ドライブ
容量

ビデオRAM

Cドライブ容量（空き容量）

インテル® HD グラフィックス4000 （CPUに内蔵）

Windows 8.1 64 ビット（※1）（※2）

約11W（75W）

M区分0.037（AAA）

オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク

750GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）
約676GB（約642GB）（※13）

Dドライブ容量（空き容量） 約53GB（約53GB）（※13）
DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）

ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、USB3.0×2（※21） 、USB2.0×1 （※22） 
  マイク入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1 （※23）

約2.4kg

★★☆ V12
約377.5（幅）×244.0（奥行）×24.2～26.1（高さ）mm

4GB（4GB×1）／16GB（※33）

2スロット（空きスロット×1）（※3）（※33）

106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク:1.5mm   抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801:2010に基づく］（※11）

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）

※1.Windows 8.1では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。　※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。　※3.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに
対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、
容量差分がシングルチャネル動作となります。　※4.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効
ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさの
むらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※5.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用
ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。　※6.使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。　※7.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の
種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。　※8.本体のディスプレイへの表示の場合、
1,677万色はディザリング表示です。　※9.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。　※10.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター
接続時に、より高い性能が発揮されます。　※11.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。万が一、キーボードの使用により、赤み、
はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【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　※12.1GBを10億バイトで
算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。　※13.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、
これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。　※14.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。　※15.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を
受ける場合があります。　※16.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要が
あります。　※17.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。　※18.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、
2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。　※19.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。　※20.詳細は「ブリッジメディアスロット
仕様」をご覧ください。　※21.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※22.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※23.映像機器との接続には、市販の　　　　 の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。　※24.本製品にはバッテリーパックが内蔵されて
いますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。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。　※25.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）。本体のみ

（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。　※26.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用
環境により異なります。　※27.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源
コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※28.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。　※29.エネルギー消費効率とは、
省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは
達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　※30.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※31.環境
性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35％以上70％未満、★★★は70%以上を示します。　※32.本体（バッテリー
パック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。　※33.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。　※34.コンテンツ保護処理された映像や
音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。

このカタログの記載内容は2013年10月現在のものです。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等を
よくお読みください。

安全に関する
ご注意

通話料無料東芝PCあんしんサポート 0120-97-1048
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）

※電話番号はおまちがえのないよう、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。
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
東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ（2013.10）」をご覧ください。

通 話 料
お客様負担

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）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

デジタルプロダクツ    サービス社　
国内営業統括部
〒105-8001  東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

管理番号 PC-913 C  1310
本体価格はすべてオープン価格で、本体希望小売価格を定めておりません。
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。

価格：7,500円（税込） 別途送料（4,515円（税込）～）がかかります。

PCをお預かりしてデータ引越作業
引取サポート「データ引越パック」

プラン

1

価格：11,000円（税込）  遠隔支援サービスを利用します。

遠隔操作でデータ引越作業
遠隔サポート「PC遠隔設定代行」

プラン

2

PCをお持ち込みいただきデータ引越作業
対面サポート「PC設定相談・代行」

プラン

3
価格：7,500円（税込）～作業代行はお客様のパソコンをお預かりします。

ご自宅に訪問しデータ引越作業
訪問サポート「Windows 8 乗換設定」

プラン

4
価格：23,000円（税込）～

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

Windows 8.1搭載dynabookを買って、無料でデータ引っ越しをしてもらおう！
引取サポート「データ引越パック」＊がもれなく無料になります。
＊ PC移行作業代行サービス（引取サポート）～データ引越パック～

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）作業を行うサービスです。

Windows XPのサポート終了に伴い、
東芝では、お使いのWindows XP搭載PCから新しく購入されたPCへのデータ移行サービスを複数ご用意しました。

もれなく無料！

各サービスの詳細はWebをご覧ください。
▶http://www.toshiba-tie.co.jp/pciko/

4
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の
サ
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ト
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ン
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だ
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い

Windows 8.1搭載dynabook 引取サポート「データ引越パック」無料キャンペーン実施中！！


