
◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール 2710
●…DVD-ROM添付 （注1） P50/4DA P50/4CA

画像編集 Adobe®ActiveshareTM ○ ○

MIDI再生 XG player ○ ○

MIDIミキシング XG Studio Mixer ○ ○

MIDI音源 S-YXG100 Plus ○ ○

MPEG4再生 Mobile MotionTMViewer ○ ○

音声認識/音声合成 東芝音声システムVer5.5 （注3） ○ ○

カラオケ KaraOK!  for Windows®98 ○ ○
マルチメディア

DVDソフト ナショナルジオグラフィックの３０年（ダイジェスト版） ● －

プレーヤー LIVE MEDIA PLAYER ○ ○

ボイスレコード（注4） LIVE MEDIA VOICE ○ ○

キャラクタ用ユーティリティ JOYPLUSTM ○ ○

サンリオアクセサリBOX3 ○ ○

ゲーム GAMEPACK for TOSHIBA ○ ○

柿木将棋ⅢLight ○ ○

通信環境切替 一発チェンジャ ○ ○

ファイル同期 モバイルシンクロ ○ ○

携帯電話着信メロディー作成 ケイタイ歌えもん ○ ○

携帯電話活用ツール モバイルエディター ○ ○

USB/PCカードアプリ起動 プラグエイド ○ ○

金融サービス さくらのブラウザバンキングサービス（さくら銀行） ○ ○

Toshiba Button Manager ○ ○

VirusScan for Windows®98 ○ ○

マウスウェア ○ ○

その他ユーティリティ
Adobe®Acrobat® Reader 4.0J ○ ○

省電力設定ユーティリティ （注5） ○ ○

東芝PCお客様登録 ○ ○

オンラインマニュアル ○ ○

Rupo 住所録変換 （注6） ○ ○

製　品　名 型　番 標準価格（税別）

増設メモリ64MB(タイプT) PAME064T 80,000円

増設メモリ128MB(タイプT) PAME128T 160,000円

バッテリパック 注1） PA2487U1 30,000円

バッテリチャージャ 注2） PA2488UJ 35,000円

ＲＳ-232Ｃケーブル PWS5452A 7,500円

EZ-Linkケーブル PA2950UJ 18,000円

USBデジタル携帯通信アダプタ IPC5022A 17,800円

マウス（USB） PA2951UJ 8,000円

106キー キーボード KB106KEY 20,000円

テンキーパッド J31TP002 19,800円

プリンタ接続ケーブル PWS5453A 6,000円

CD-R/RWドライブ IPC5025A 75,800円

15型カラーディスプレイB PVCRT15B 50,000円

17型カラーディスプレイB PVCRT17B 80,000円

安全に関するご注意

●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「安全に
お使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

デジタルメディア機器社
パソコン事業部 〒105ｰ8001  東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

■オプション

注1) バッテリパックは消耗品です。注2) ｢PA2487U1｣用充電器

SP493©9911500( 2 )DNP

！

機種名/型番　
DynaBook 2710

P50/4DAモデル／PD271P504DAB P50/4CAモデル／PD271P504CAB

プロセッサ Intel®モバイルPentium®Ⅲプロセッサ500MHz

キャッシュメモリ 32KB（１次キャッシュ、CPUに内蔵）､256KB（２次キャッシュ、CPUに内蔵）

BIOS ROM 512KB（フラッシュROM） ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a

メモリ
標準/最大 64MB／192MB（PC100対応、SDRAM）

メモリ専用スロット 1スロット

内部ディスプレイ 14.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶（※1）、1,024x768ドット：65,536色

外部ディスプレイ（オプション）（※2） 最大1,280×1,024ドット：256色

表示機能
内部ディスプレイと同時表示（※3） 最大1,024×768ドット（※4）、走査周波数：垂直60Hz

ビデオRAM 2.5MB

グラフィックアクセラレータ Trident Cyber9525DVD

解像度：表示色数 1,280×1,024ドット：256色、1,024×768ドット：65,536色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色（※4）

本体キーボード 90キー（OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.7 mm

入力装置 ポインティングデバイス スクロールボタン付きアキュポイント標準装備（※5）

ワンタッチ操作ボタン等 インターネットボタン、CD/DVD操作ボタン、メールボタン、メール着信ランプ

ハードディスク（※6） 12GB（Ultra ATA）

ソフトウェア占有量 約2.23GB
補助記憶装置 フロッピーディスク 3.5型（1.44MB/1.2MB/720KB）
（固定式） CD-ROM/DVD-ROM 最大6倍速DVD-ROM、CD-ROM再生時最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 最大24倍速CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続

対応フォーマット（※7） DVD-ROM、DVD-Video（※8）、音楽CD、CD-ROM、CD-R､CD-RW､マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ） 音楽CD、CD-ROM、CD-R､CD-RW､マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

PCカードスロット TYPEⅡ×2スロットまたはTYPEⅢ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）

FAX/通信機能 データ:最大56Kbps（V.90、K56flexTM対応、ボイスレス、21ヶ国対応）、FAX:14.4Kbps（※9）

サウンド機能 PCIバス接続サウンドシステム（16ビットステレオ）、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応

・シリアル（RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps（ハードウェア仕様）、16550A互換）×1 ・PS/2（6ピンミニDINマウス/キーボード共用）×1 ・ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1

インタフェース
・パラレル（セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応）×1 ・USB（※10）×1 ・モデム（RJ11）×1
・RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1 ・マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×1

・ビデオ出力（3.5mmΦミニジャック）×1

セキュリティ機能　 パワーオンパスワード、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

省電力機能 ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能

バッテリ（※11） リチウムイオン（バッテリパック）

電源
駆動時間 約2.5時間（省電力制御あり）

充電時間 約2～3時間（電源OFF時）/約4～10時間（電源ON時）

ACアダプタ（※12） AC100V～240V、50/60Hz

消費電力
最大約45W、スタンバイ状態約5.7W（バッテリ充電なし）

省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※13） S区分0.0049

環境条件 温度5～35℃、湿度20～80％（但し結露しないこと）

外形寸法（突起部含まず） 316mm（幅）×262.5mm（奥行）×48.9mm（高さ）

質量 約3.2Kg（バッテリパック装着時）

主な付属品
ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、カスタム・リカバリCD、バッテリパック（本体装着済）、アキュポイントキャップ（予備）、モジュラーケーブル、すいすいセットアップビデオ、PS/2マウス 他

ビデオ出力ケーブル（P50/4DAモデルのみ）、SmartMediaTMアダプタカード（※14）

プレインストールOS Microsoft®Windows®98 Second Edition

■ 型番・ハードウェア仕様

※1. 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が、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。※2. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は
800×600ドット以下の解像度でご覧ください。※3. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。※4. 640×480ドット、800×600ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。
1,677万色はディザリング表示です。※5. アキュポイントキャップは消耗品です。※6. ハードディスクは、全領域がFAT32で設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。※7. ビデオCDなど、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。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。※8. DVD-Video
の再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。※9．内蔵モデムは対応21ヶ国以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。※10．ＵＳＢインタフェースはＵＳＢ対応周辺機器すべての動作を保証
するものではありません。※11. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間及び充電時間は、使用環境により異なります。※12. 日本以外の国で使用する場合は別途ＡＣコードが必要になります。ＡＣアダプタの入力定格は、ＡＣ100V時95VAです。※13. 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で除したものです。※14．SmartMediaTMアダプタカードの保守対応は株式会社ハギワラシスコムで行います。また、SmartMediaTMは付属しておりません。

注1) 本製品はカスタム・リカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール（MSCSDプログラム）はありません。注2) 検索部のみハードディスクにプレインストールされており、データ部はプレインストールされておりませ
ん（データはCD-ROMに含まれます）。注3) 東芝音声システムの「きこえるメール」の留守番電話機能は、本体内蔵モデムではボイス機能をサポートしていないため使用できません。音声入力機能を使用するには別途外部マ
イクが必要となります。別売りヘッドセットマイクを東芝ダイレクトPC国内モデル販売デスク（0120-1048-94）で販売しております。他の一部マイクでは上手く認識されない場合があります。注4) ボイスレコードを使用するには、
外部マイクが必要になります。注5) [コントロールパネル]の[電源の管理]で設定ができます。注6) 付属のカスタム・リカバリCDからのセットアップが必要です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール 2710
●…DVD-ROM添付 （注1） P50/4DA P50/4CA
ＯＳ Microsoft®Windows®98 Second Edition ○ ○

かな漢字変換 Microsoft®IME 2000 ◎ ◎

ワープロ Microsoft®Word 2000 ◎ ◎

表計算 Microsoft®Excel 2000 ◎ ◎

辞書／百科事典 Microsoft®Shogakukan Bookshelf®Basic (注2) ◎ ◎

ブラウザ Microsoft®Internet Explorer 5 ○ ○

People ○ ○

＠niftyでインターネット ○ ○

AOL Ver5.0 ○ ○

BIGLOBEサインアップナビ ○ ○
プロバイダ

いきなりインターネット ○ ○
サインアップ

ODNダイヤルアップスタータキット ○ ○

So-netサインアップ ○ ○

インターネット/
OCNサインアップ ○ ○

通信
DION簡単設定ツール ○ ○

接続ナビゲーション 簡単インターネット ○ ○

英日/日英翻訳 The翻訳インターネットVer4.0 ○ ○

電話番号検索 Angel Line for Windows ○ ○

FAX通信 Ring Central ○ ○

スケジュール管理／メール Microsoft®Outlook®2000 ◎ ◎

PostPetTMVer2.0jp ○ ○

メール 10円メールマスター ○ ○

ベジタルうらら ○ ○

路線検索 駅すぱあと ○ ○

実用
家計簿 てきぱき家計簿マム２Plus ○ ○

タイピング練習 もぐらたたキー プラス ○ ○

はがき作成 筆ぐるめVer.7 ○ ○

DVD再生 DVDExpressTM ○ －
マルチメディア

画像編集 Adobe®PhotoDeluxe®3.0 forファミリー ◎ ◎

■ソフトウェア

2000年 1月
A4ノートパソコン

14.1型TFT＆DVD-ROM搭載 ■ DynaBook 2710  P50/4DAモデル（型番：PD271P504DAB）オープン価格※

14.1型TFT＆CD-ROM搭載 ■ DynaBook 2710  P50/4CAモデル（型番：PD271P504CAB）オープン価格※

※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



AOL Ver5.0
1ヶ月3時間＊まで
6ヶ月間無料！

＊入会後1ヶ月間は100時間無料

いきなりインターネット
●入会金（2,000円）無料！

●最大2ヶ月間＊使い放題！
＊入会日以降、2回目の課金締め日（毎月20日）までとなります。

MSN
●150時間無料！
＊1ヶ月毎の無料接続は50時間までとなります。

I N T E R N E T D V D & C D

インターネットも、映像も、音楽も。もっと身近に、もっと楽しく。
感じる、デジタル、東芝DynaBook。

5年連続ノートPC世界シェア No.1※ 出典：データクエスト世界パソコン四半期出荷統計

1994-1998暦年出荷実績（GG99-TOS-064）
東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。

ページを連続して見たいときに便利なス
クロールボタン。左ボタンで上に、
右ボタンで下へスクロールします。
また、操作しやすいアキュポイントと、
キーピッチ19mm・キーストローク
2.7mmのキーボードで入力も快適です。

本体の電源とは別に、プレーヤのみの電源投入が可能。ディスプレイを閉じた

まま音楽CDを楽しむことができます。再生・停止・先送り・巻戻しなどの操作

ボタンもついています。また、ボタンに「Toshiba Button Manager」で

「LIVE MEDIA PLAYER」などアプリケーションの機能を割り当てることも

できます。
＊P50/4DAモデルのみ。DVD再生時のボタン操作は、本体電源ON時にのみ可能です。

ボタン一つで簡単アクセス、メールチェックもスピーディ。

インターネットがますます楽しく、使いやすい。

外部カメラを使って映像の取り込みや編集も楽々。

デジタル・ワールドを100%感じる生活、DynaBookと。

巻戻し
再生/一時停止

停止
先送り

CD電源スイッチ

インターネットもEメールも、ボタン一つで
すぐにアクセス。メールの着信もお知らせ。

電源OFF時でもワンタッチでブラウザが起動。
探したい情報や興味のあるページへスピーディ
にアクセスできます。
＊予めインターネットの環境設定が必要です。

メールソフトを起動して、インターネットに自動
接続。サーバーにアクセスしてメールの確認が
おこなえます。

あらかじめ決めた時刻に新着メールのチェック
を行うよう、設定することができます。
＊Microsoft®Outlook®など、MAPIに対応したメールソフト

に対応しています。

ワンタッチでDVD＊ソフトを鑑賞したり、音楽CDを楽しんだり。

さらに明るく、きれいになったSuper View液晶採用

明るく見やすいSuper View液晶を搭載しています。輝度は従来機種に比べて最大約50%アップ（当社比）。

XGA（1,024×768ドット）に対応し、17型CRTに相当する大画面でDVDソフトや動画の再生も美しく楽しめます。外部

ディスプレイの接続では、最大約1,280×1,024ドットを表示し、一つのデスクトップ画面を2台のディスプレイでワイドに映し

出すデュアルスクリーン機能にも対応しています。

スクロールボタンがついて
さらに使いやすい新型クリックボタン

■The 翻訳インターネット Ver4.0 
英語ホームページやE-Mailを日本語で読める翻訳ソフト。
日本語ホームページを英語に翻訳することもできます。

■Mobile MotionTMViewer
Mobile MotionTMは、東芝が開発している最新の映像ストリーム技術です。
インターネットでスムーズに美しいビデオ映像を楽しむことができます。

■インターネット金融サービス
さくら銀行のインターネット金融サービスなら、窓口に行くことなく残高照会
や振込など便利なサービスが受けられます。＊別途申し込みが必要です。

■Ring Central
FAXの送受信やリモートアクセス、複数のメールボックスをサポートした電子メールなど、
高機能なテレフォニーソフトです。
＊内蔵モデムのボイス機能を使った機能は利用できません。

■Kara OK! for Windows®98
15，000曲を配信するインターネット・カラオケの決定版。業界初のVoiceコーラス対応。

ダウンロードした曲はハイクオリティなサウンドで何回でも楽しめます。

TOSHIBA ORIGINAL

TOSHIBA ORIGINAL

プロバイダ一覧から入会したいプロバイダを選択し、接続開始。
入会手続きが完了したら、インターネットにアクセスできます。

〈簡単インターネット〉をダブルクリック

内蔵モデムと電話回線をモジュラーケーブルで接続します。

オンラインサインアップで世界へアクセス

1
2
3

電話回線に接続します。

パソコンのセットアップがわからなくても大丈夫。

まず同梱の「すいすいセットアップビデオ」を見る

ことから始めましょう。セットアップからイン

ターネットまで、初めての人にもわかりやす

く解説しています。

最大56Kbps/FAX14.4Kbps対応の高速

FAXモデムを内蔵しています。アメリカ合衆

国、カナダ、ヨーロッパなど世界21カ国の規格に対応し、

インターネットやE-mail、FAX送受信などが海外でもOK。

その上、ILWに対応していますから海外での使用がますます安心です。
＊別途ソフトウェアが必要となる場合があります。
対応21ヵ国：オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、
イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ

TOSHIBA ORIGINAL

開口部がサイドへ回り込んだ構造のスピーカを採用し、ディスプレイを閉じたままでも迫

力あるサウンドが楽しめます。独自の音響空間を設けたスピーカシステムで、最新のデジ

タルサウンドも低音域まで高品質に再現します。

環境に配慮した製品づくり
東芝は、国際エネルギースタープログラムの基準適

合、省電力機能ACPI 、再生紙を利用したマニュ

アル、発泡材を使用しない梱包方法など、環境保全

に積極的な取り組みをおこなっています。

ILWで海外でも安心！
海外でのご利用にも､ILW（International Limited Warranty）により､

ご購入から1年間､無料修理サービスがご利用いただけます。また、内蔵

モデムは世界21ヵ国の規格に対応し、ACアダプタは世界各国でお使い

いただけますので、海外でのご使用も安心です。
※ご利用にはマシンに同梱されている「お客様登録カード」、もしくは
Webでの登録が必要です。また対象地域、対象サービスに一部制限があります。

カスタム・リカバリCD
「カスタム・リカバリCD」を標準添付しています。誤

ってハードディスクの中身を消去してしまった時に、

ご購入時の状態に復旧したり、アプリケーションやド

ライバを個々にインストールしたり、またOSのみを

再セットアップすることもできます。 ILWILW

東芝PC、だから安心。�東芝PC、だから安心。�

スクロールボタンメールボタンインターネットボタン

メール着信ランプ

14.1型Super View液晶

CD/DVD＊操作ボタンスクロールボタン付きPS/2マウスもつい

ていて、ますます使い易さアップ。

「簡単インターネット」で3ステップ接続

その他の選べるプロバイダ
●People ●＠niftyでインターネット ●ODNダイヤルアップスタータキット ●BIGLOBEサインアップナビ
●So-netサインアップ ●OCNサインアップ ●DION簡単設定ツール

海外でも安心

21カ国対応モデム内蔵

閉じたままでも音楽が楽しめる。

高品質スピーカシステム

DVD-ROM＊ドライブや
CD-ROMドライブをオールインワン

最大6倍速DVD-ROMは最大20倍

速相当のCD-ROMドライブとして

も使用できるので、使い良さはこれ

まで通り。DVDプレーヤソフトで映

像を鮮明に再生できます。
＊P50/4DAモデルのみ。

★DVDソフトを添付＊「ナショナルジオグラフィックの３０年（ダイジェスト版）」
＊P50/4DAモデルのみ。

DVD-ROMドライブ＊ セットアップからインターネット接続まで、これならわかる！

「すいすいセットアップビデオ」

3つのプロバイダの無料接続サービスが
ご利用いただけます。

使いやすい東芝オリジナルソフト

このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCを

より使いこなすために開発したソフトウェアです。

TOSHIBA ORIGINAL
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友達と、おしゃべりする感覚でE-Mai l。

E - M a i l

オリジナルアルバムも制作できる。

M U S I CV I S U A L

デジタルカメラで撮った写真を使って、オリジナルカード作りもカンタン。

音楽、映像、コンピュータ・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

者及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

的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権

利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をなされる場合は、

著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけて頂けますよう、お願い致します。

■LIVE MEDIA PLAYER（音楽再生ソフト）
ハードディスクに保存したWAVEデータやMP3データを再生するソフトです。プレイリスト
機能でジャンル毎の音楽データ管理や再生が簡単です。
＊MP3のエンコーダソフトはインストールしていません。

■LIVE MEDIA VOICE（ボイスキャプチャソフト）
内蔵マイクで音声やサウンドをWAVEファイルに保存できます。友だちとの会話などを標準
と高音質の2つのモードで録音できる他、簡単にメールに添付して送信することもできます。
＊音声入力には別途外部マイクが必要です。

曲を選ぶ
上の段のプレイリスト一覧から、
登録する曲を選んでドラッグ＆ドロップします。

名前をつける
プレイリスト名をつけて保存します。

プレイリストを使う
登録されたプレイリストは、
プレイリスト切換ボタンで選択できます。

■PostPetTM Ver.2.0jp
ポストペットはパソコンの中で暮らす小
さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフ
ト。おやつやおもちゃをあげたり、ときどき洗ってあげ
たりしてペットとの暮らしを楽しんでください。
http://www.so-net.ne.jp/postpet/ 

＊ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。

ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

©1999 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

■ベジタルうらら（エンターティメントE-Mailソフト）
なす衛門、とま子などの野菜キャラクターが画面を歩き回り、メールが届くと運勢占いに
よっていろいろなアクションを見せてくれます。キャラクターが成長する秘密もあります。

■10円メール＊（NTT DoCoMo専用E-Mailソフト）
和文約1，000文字分のメールが1回、わずか10円で送受信OK。モバイルでのメールの
やりとりが低料金で可能になります。
＊使った分だけ課金される完全従料課金制と、月額８００円でホームページを持てる「スタンダード」の２タイプ。

（ＩＤ更新料が２年間で８００円かかります。ＩＤ更新料は入会時は無料です。）

デジタルカメラで撮った画像をスマート
メディア経由でDynaBookに取り込みます。

■Adobe® PhotoDeluxe® 3.0 forファミリー
写真の修正や変形などが簡単。数100種類もの高品質なテンプレートから好きな画像を選んで、
グリーティングカードやカレンダーなどを作ったり、ホームページづくりに活用したりできます。

■Adobe® ActiveShareTM

デジタルカメラやスキャナ、インターネットなどからデジタル写真を取り込み、アルバムの作
成や、回転・トリミング・赤目修正などが簡単にできます。検索も素早く、Webや電子メールで
の共有もできます。

■筆ぐるめ Ver.7
イラストや写真、背景などが約2，000点、文例も500点と、いろいろな場合で活用できます。

■ワープロ文書や住所録データが利用できるＪアドレスに対応
「標準住所録データ形式＊（Ｊアドレス）」に対応、ワープロで作成した住所録データが、そのままパソ
コンで利用できます。Jアドレスに対応したワープロのデータを、パソコンのソフトで使えるので、
再入力の手間が要りません。
＊（社）日本事務機械工業会が制定した住所録ソフトの標準データ形式です。対応ワープロについては裏面の対応表を

ご覧ください。一部制限事項があります。

Rupo住所録変換
東芝ワープロRupoで作成した住所録を
パソコンで使えます。
＊Jアドレス対応以前のRupoの
データも使用できます。

写真をアレンジ
Adobe®PhotoDeluxe®やActiveShareTMで
撮った写真の加工や修正、アレンジができます。

新規ボタンを押す

曲をドラッグ＆ドロップする

プレイリストを作る
「LIVE MEDIA PLAYER」のOPTIONボタン
を押し、プレイリスト一覧画面の、新規または編
集ボタンを押すと、プレーヤーアプリケーション
Explorerが表示されます。

操作ボタン

プレイリスト切換ボタン

曲送りボタン

インターネット上にあるMP3購入サイトなどから、お気に入りの

曲をダウンロードすれば、DynaBookがJUKE Boxに。好み

の曲を集めて、オリジ

ナルのアルバムをつ

くることもできます。

使いやすい東芝オリジナルソフト

このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

TOSHIBA ORIGINAL

Office 2000 Personalをプレインストール
Microsoft®Word 2000
Web 文書も優しく作れる日本語ワードプロセッサ
通常の文書とインターネット文書の統合を強化

し、HTMLを気にすることなくホームページ

や電子メールを作成できます。テーマ、フレー

ム、図など作成ツールも豊富に使えます。

Microsoft® Excel 2000
使いやすい機能豊富な表計算・グラフ作成ソフト
HTMLをExcelの標準ファイル形式と同じよう

に扱うことができ、高品質なWebドキュメント

を簡単に作成できます。新しいグラフの種類

の追加や書式設定が強化されています。

Microsoft® Outlook® 2000
電子メールや情報管理がさらに使いやすく
電子メールや予定表、連絡先などを 1 つの画

面ですばやく確認できます。電子メールは複

数のアカウント管理や、HTML形式でのメール

送受信をサポートしています。

Microsoft® Shogakukan
Bookshelf® Basic Ver.2.0
素早く検索できるマルチメディア総合辞典
小学館の国語大辞典、プログレッシブ英和・和英中辞典

を1枚のCDに収録しています。文書中の単語から直接

各辞典を検索し、読み方や意味などの参照が可能です。

TOSHIBA ORIGINAL
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MP3 なら、CD並の音質を保ったままデータ量を約1/10に圧縮できるので、
ハードディスクに多くの音楽データを保存することができます。MP3は音楽CDから
データを作ったり、インターネットからダウンロードすることができます。
＊音楽CDからMP3データを作るには市販のエンコーダソフトが必要です。

メール読み上げやマイクからの音声入力などができる
「東芝音声システム」
メールを読み上げてくれる「きこえるメール」や「おしゃべりテキスト」のほか、「おしゃ
べりfor Word」、「おしゃべりfor Excel」など校正に便利な音声合成ソフトを装備。また
音声認識ソフトウェアの「おきらくミミ」など、楽しいソフトが盛りだくさんです。Smart MediaTM

便利な記憶メディア〈Smart MediaTM 〉
画像・映像データやMP3などの音楽データを他のパソコンと共有したいときに、小さくて使いやすい

スマートメディアTMを使えば簡単で便利です。＊スマートメディアTMは添付しておりません。

オリジナル・カードのできあがり！
宛名書きも、住所録を活用してプリントアウト。
いろいろなカードを作って、友だちや仲間に
どんどん送りましょう。

1

4

5

1

2

3

4

Microsoft®Outlook®2000で受信メール一覧を確認

あらかじめ設定した時刻にメールサーバへ接続してメールチェックをおこないます。
新着メールがあるとメール着信ランプが点滅し、新着メール件数を読み上げるので、
ディスプレイを閉じたままでも確認できます。

1

2

メール着信ランプで新着メールを確認

メールの読み上げ
Microsoft®Outlook®2000の［ツール］メニューから

［未読メールの読み上げ］を選択すると、メールの内容を読み上げます。
＊「東芝音声システム」の読上げ機能をあらかじめMicrosoft®Outlook®2000に組み込んでいるので、

メールの読み上げが簡単にできます。

3

音声入力にもチャレンジ。

外部マイク（別売）＊を使えば、音声による文字入力で返事を書くこともできます。

＊別売ヘッドセットマイク
（取扱元：東芝ダイレクトPC国内モデル販売デスク）
この製品に関する情報は、東芝ホームページ http://shop.toshiba.co.jp/に掲載されています。

カード作成ソフトで楽しくデザイン
作った画像を筆ぐるめに貼り込んで、文章を入力します。

背景などに好みのイラストを入れられます。

3

2

ビデオ出力ポート

●DVD
●ゲーム
●インターネット etc .

ビデオ出力ポートからTVに接続すれば、

明るい画面でDVDやインターネット等

のマルチメディアが楽しめます。

大容量データをフロッピーディスク感覚で使える、スマートメディアTM専用アダプタPCカード

を標準添付しました。

＊P50/4DAモデルのみ。

SmartMediaTMアダプタカード標準添付オリジナルカードを作ろう。

ビデオ出力端子＊で
お部屋のTVがパソコンの画面に早変わり。

ホームページから最新曲を購入することができます。

プレイリスト機能を使ってみよう。

INTERNET

音楽CD

タイマーでメールチェック、メールの読み上げもOK

TOSHIBA ORIGINAL

新しいメールが○件あります。

＊電源ON時、およびサスペンド状態の場合のみ有効です。

＊新着メール確認後、接続が自動的に解除されます。

クリエーター気分を味わう。デジタルワールドを満喫する。



●本カタログ掲載の商品の名称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、Intel Insideのロゴ、PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。●Microsoft､Windows、Bookshelf､Windowsロゴ､WindowsNT®、Outlookは､米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。●Windowsの正

式名称は､Microsoft Windows Operating Systemです。●PS/2は､米国IBM Corp.の登録商標です。●Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat Reader、Adobe ActiveshareはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●SoundBlasterは､米国のCreativeTechnology社の商標です。●Postpet、ポストペット、

Postpetロゴは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。●XG Studioはヤマハ株式会社の商標です。●Bookshelf Basicは、株式会社小学館発行の以下の書籍をもとに製作されました。国語大辞典（新装版）©小学館　1998/プログレッシブ英和中辞典（第2版）©小学館　1987/プログレッシブ和英中辞典（第2版）©小学館 1993

●駅すぱあとは、（株）ヴァル研究所の商標です。●DVDExpressは、National Semiconductorの商標です。●SmartMediaは、（株）東芝の商標です。■ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出し

ています。■付属品についてのお問い合わせは､東芝エンジニアリング（株）サービスセンター（本社：044-548-3456）まで。■Microsoft®Windows®98対応ソフトウェアをご使用下さい。本商品で使用するソ

フトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認下さい。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので､実際の使用状況と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内容及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。■誤操作や故障により､本商品の記憶内容が変化・消失する場合が

ございますが､これによる損害については､当社は一切その責任を負いませんので､予めご了承下さい。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにお

いて一部異なるものがあります。■SmartMediaTMに関するお問い合せ先は、付属品に記載の「株式会社ハギワラシスコムサポートセンター」になります。■バッテリ駆動時間は東芝オリジナルプログラムによ

り算出しています。■時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本カタログに表記されている数値及び表現は2000年1月現在のものです。

＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。

★ホームページ『PC STARS』

http://www2.toshiba.co.jp/pc/
インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。

★東芝PCダイヤル

0570-00-3100
＊受付時間／平日：9：00～18：00 土日：10：00～17：00

（祝日、月末最終日、東芝特別指定休日を除く）

★東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358

●東京／秋葉原（03）3257-3100
東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F
●大阪／日本橋（06）6644-2281
大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F
※営業時間10：00～18：30 ＊電話受付 10：15～12：00 13：00～18：15
（特別休館日・毎週水曜・祝日・月末最終営業日を除く）

★会員専用『メンバーズクラブ』
http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/
購入後に「お客様（愛用者）登録」をしていただいた会員専用のホームページ
です。デスクトップ上のアイコンからの登録が可能です。

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市､大阪市､名古屋市､福岡市､仙台市､札幌市）の最寄りの拠点に自動的に
接続されます。海外からの電話､携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。
ご注意：ナビダイヤルでは､ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点
までの通常電話料金で､サポート料金ではありません。（サポート料金は無料です。）

ナビダイヤル
全国共通電話番号

●TOSHIBA Information●

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

★触れて､使える。東芝PCテクノセンタ

★東芝PC集中修理センタ

0120-86-9192 
故障かな？と思ったら。「ピックアップサービス」でも対応いたします。
＊受付時間／平日：9：00～17：30（祝日、特別休日を除く）

フリーダイヤル

お問い合わせ先 東芝PCグレードアップセンタ

●LCDグレードアップサービス ●CPUグレードアップサービス
●HDDグレードアップサービス

詳しい内容、対象機種・モデル等はインターネット、FAXサービス情報（043-270-1358）を
ご覧頂くか、東芝PCグレードアップセンタに直接お電話の上、ご確認ください。

グレードアップ

Tel.03-3457-8148 受付時間／10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

Fax.03-5444-9450 受付時間／24時間 http://www5.toshiba.co.jp/gradeup/

etc.

etc.

★オリジナルPCサービス

お持ちの東芝PCの筐体・キーボード・バッテリ等の部品を、ご希望にあわせて新品部品に交換します。
★リニューアルサービス

★ピックアップサービス

★ハードウェア

●カラーリングサービス　●ネーミングサービス

技術的なご質問､お問い合
わせにお答えいたします。

いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

P E R F O R M A N C E

S O F T W A R E

永く使える高性能。最新の機能や装備が満載です。

■てきぱき家計簿マム2Plus
便利なレシート入力など、簡単
に家計簿をつけることができま
す。スケジュール管理や、我が
家の将来のシミュレーションも
できます。

■駅すぱあと
行きたい駅名、交通機関などを選択または入力するだけで、
運賃や所要時間が即座にわかります。

■JOYPLUSTM

撮影画像をキャラクターのフレームに入れたり、アルバムに保存
できます。ポストカードやE-Mail用便箋、ネームカードなどが
作れます。

■ケイタイ歌えもん
自分だけの着信メロディがパソコンで楽
しく作れます。音符を読めない人でも、
楽譜どおりに音符を配置するだけです。
＊対応する携帯電話の機種をお確かめください。

携帯電話へのデータ転送には、別途接続ケーブ

ルが必要です。〈ケーブルについてのお問い合せ先〉ハルコーポレーション

tel.03-5403-0585（受付時間：月～金 10:00～12:00、13:00～17:00）

■もぐらたたキープラス
ゲーム感覚で遊びながらいつの
間にかタイピングがマスター
できる、楽しいタイピング練習
ソフトです。

■サンリオアクセサリBOX3
サンリオのキャラクタがパソコン画
面を遊び回ります。キャラクタをア
イコンや壁紙、スクリーンセーバー
にしたり、デジタルカメラで撮った
写真をキャラクタ付アルバムにす
ることもできます。

■柿木将棋ⅢLight
初心者から上級者まで豊富な対局
レベルで楽しめます。

■GAMEPACK for TOSHIBA  
人気の高い10種類のゲームをパック。麻雀、チェス、大富豪、
こいこい、フィッシング海釣り編、ブラックジャック、7ならべ、
バックギャモン、リバーシ、ドローポーカーを収録。

■Angel Line for Windows
NTTの番号情報センターへ直接アクセスし、全国の電話番号を
自分で調べることができます。

■XG Player  
GM音源、XG音源を再生できる高機能MIDIプレーヤ。ビデオ
映像をスクリーンに映し出したり、コーラス、ロボット音声などで
MIDIデータをアレンジできます。

■モバイルシンクロ
ケーブル接続等で、データを他のパソコンに自動転送。
最新の情報に更新されます。

■一発チェンジャ
インターネット接続の設定や壁紙、省電力設定など、パソコンの
環境設定をワンタッチですばやく切り替えることができます。

■Adobe® Acrobat® Reader 4.0J
PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントソフトウェアです。
インターネットでのPDFによるニュース配信などを読むことが
できます。
＊『PC STARS』から電子カタログ（PDF形式）を取り出す事ができます。

■マウスウェア
マウス・ボタンに、ズーム機能や自動スクロール、Windows
メニューやコマンドなど、便利な機能を割り当てることができます。

■プラグエイド
USB、PCカードに対応した自動起動ユーティリティ。

■VirusScan for Windows®98
コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、ウィルス発見・駆除ソフト。

■オンラインマニュアル
見やすく操作がしやすいHTML形式の
マニュアルです。いつでも必要なときに
参照することができます。

東芝とマイクロソフト社、インテル社が策定した省電力機能ACPIを採用。自社開発のBIOS

技術によりACPIの能力を最大限に引き出し、バッテリの残量によってモニターやハードディ

スクの電源を制御できます。また消費電力を節減するスタンバイ機能や、ディスプレイを閉

じるとメモリの内容をディスクに保存するハイバネーション機能も搭載しています。
＊省電力機能は、ユーティリティで設定がおこなえます。

P50/4DAモデルには、テレビと接続できるビデオ出力コネクタを装備。同梱のケーブルを

接続してDVDソフトやデジタルカメラで撮った画像をテレビ画面で楽しめます。また、周辺

機器の接続が簡単なUSBポートや、CardBus対応のPCカードスロット（TYPE Ⅱ）を2基装

備しています。

インターネットやマルチメディアデータの処理で先端のパフォーマンスを発揮するIntel®モバイル

Pentium®Ⅲプロセッサ500MHzを搭載しています。メインメモリには64MB（最大192MB）を

そなえ、快適な作業がおこなえます。ハードディスクも大容量12GBと、音楽やグラフィックソフト

などのインストールや、動画データなどのデータ保存にもゆとりの大容量です。

©1976, 1999 SANRIO CO.,LTD
APPROVAL No.T4009293
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■ ヘッドホン出力端子／
マイク入力端子／ビデオ出力端子＊

＊P50/4DAモデルのみ

■ PS/2コネクタ ボリュームダイヤル ■

■ USBコネクタ■ セキュリティロックスロット

■ 電源スイッチ

■ モデム

■ 電源スイッチロック

■ PCカードスロット

背面部 右側面部左側面部

■ パラレルコネクタ

■シリアルコネクタ

■ RGBコネクタ

■ 電源コネクタ

◆DynaBook 2710 P50/4DAモデル

（型番 PD271P504DAB）オープン価格※

◆DynaBook 2710 P50/4CAモデル

（型番 PD271P504CAB）オープン価格※

DVD-ROM
最大6倍速

CD-ROM
最大24倍速

Intel®モバイルPentium®Ⅲプロセッサ500MHz

高輝度 14.1型TFTカラー液晶（XGA）

12GB（Ultra ATA）

64MB（PC100対応、SDRAM・最大192MB）

インターネットボタン、CD/DVD操作ボタン、メールボタン

21ヶ国対応モデム内蔵

※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

使いやすい東芝オリジナルソフト

このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。
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かわいいキャラクターのアクセサリーやゲームなど、たのしいソフトや実用ソフトを満載しました。

◆東芝「Rupoシリーズ」
1996年9月以降に発売された機種はすべてJアドレスに対応しています。

JW-V810・JW-V855・JW-V850・JW-F510・JW98GX・JW-C660・
JW-V860・JW-V865・JW-V980・JW-8110・JW98BW・JW-V880・
JW-8020・JW-6020・JW-4020・JW-9820・JW98BWⅡ・JW98BW
Ⅲ・JW-8120・JW-6120・JW-G7000

◆カシオ計算機「Darwin」シリーズ
HX-1・CX-300・CX-1・KW-720・CX-11・CX-7000・CX-5000・HX-
3・CX-8000・HW-35・CX-20・CX-6000・HX-5・HX-10・CX-9000・
GX-1000・HX-7・GX-40・GX-500

◆リコー「リポート」シリーズ
マイリポートNV-850・マイリポートNS-150

◆キヤノン「キャノワード」シリーズ
CW-J1VC・CW-J1HC・CW-J1HCll・CW-J1HF・CW-J1VF・CW-J1VE・
CW-J1HR・CW-J1VR
●別売ソフトで対応している機種
CW-J7・CW-J20・CW-J1・CW-J1C・CW-J1V・CW-J1HX・CW-J1VX・
CW-J1VG・CW-J1VS・CW-J1VL・CW-J1VC・CW-J1HC・CW-J1HCll・
CW-J1HF・CW-J1VF・CW-J1VE・CW-J1HR・CWJ1VR

◆シャープ「書院」シリーズ
MR-1・WD-M600・WD-C530・WD-C10・WD-M700・MR-2・WD-
J150・WD-M800・WD-C50・WD-C20・WD-M900・MR-3・WD-J200・
WD-VP1・WD-CP1・WD-VP2・MA-10

◆三洋電機「サンワード」シリーズ
SWP-V500CI・SWP-V500C・SWP-NS34・SWP-NS40・SWP-
V550C・SWP-S50・SWP-S50C・SWP-NS97V・SWP-NS44・AL-
10・SWP-S50CD

◆松下電器産業「U1シリーズ」
FW-U1C71・FW-U1C30・FW-U1C80・FW-U1CD350・FW-U1C33・
FW-U1C83・FW-U1CD360・FW-U1C200

◆日立製作所「ワードパル／with me」シリーズ
BF-240・BF-240B・BF-35L

◆日本電気
「文豪」JXシリーズ
JX-30SA・JX-50MA・JX-70MA・JX-55MA・JX-35SA・JX-N200・

JX-S500・JX-S700・JX-S300・JX-S510・JX-A300・JX-A500・JX-
720・JX-A200

「文豪ARDATA（アルデータ）」シリーズ
CA-1000T・CA-2000T

◆富士通「OASYS」シリーズ
OAMRT-S・OAMRT-J・OALX45NTS・OALX45NTJ・OALX4500S・
OALX4500J・OALX4300S・OALX4300J・OALXB110-J・
OALXB110-S・OAMRTP-S・OAMRTP-J・OALX45NTP-S・
OALX45NTP-J・OALX65SDS・OALX65SDJ・OALX60S・OALX60J・
OALXC30-J・OALXC30-S・OALXB15-J・OALXB15-S・
OALX75SDS・OALX75SDJ・OALX95SDJ・OALX95SDS・
OALX90S・OALX90J・OALXC500J・OALXC500S・OALXB250S・
OALXB250J

Jアドレスに対応した主なワープロ機種一覧 （東芝調べ）

BizOffiがOPEN！
最新の情報をどこよりも早く。
一日の始まりは〈ビズオフィー〉のチェックから。
http://bizoffi.toshiba.co.jp/
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DVD-ROMドライブ*またはCD-ROMドライブと、フロッピーディスクドライブを内蔵。

使いやすさと省スペースを考えたオールインワンタイプです。
＊P50/4DAモデルのみ。

DVD-ROM＊やCD-ROMがオールインワン 充実の省電力機能＊

テレビにつないだり周辺機器との接続も簡単
快適で高速なCPUと

ゆとりの大容量ハードディスクを搭載

DVDも楽しめる大画面＆大容量オールインワン


