
TVチューナ
取扱説明書

この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書別添付



安心してお使いいただくために
お買い求めいただいた製品（本製品）のご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みく
ださい。
本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の人々への危害や財産への損害
を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示
されています。
本書は、必要なときにすぐに参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、
正しい使いかたをご指導ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載してい
ます。

表示の説明

表示 表示の意味

＊1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が
残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

＊2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさしま
す。

＊3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図記号 図記号の意味

は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

は、指示する行為の強制（必ずやること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意

禁止

指示

“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うこと
が想定されること”を示します。

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定され
るか、または物的損害（＊3）の発生が想定されること”を示します。

警告�

注意�
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免責事項について

• 地震、雷、当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客
様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害
に関して、当社は一切責任を負いません。

• 本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた
損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等について、当社は一切
責任を負いません。

• 本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関
して、当社は一切責任を負いません。

• 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせに
よる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を
負いません。

• 記憶装置（ハードディスク、フロッピーディスクなど）に記録された内容は
故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。

･ 本製品の保証条件は、同梱されている当社所定の保証書の規定をご覧ください。

･ 本製品および本製品に付属のソフトウェアの仕様および外観は、改良のため予告な
く変更することがあります。
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安全上のご注意

●本製品の取り扱いについて

分解・改造・修理しないこと
火災・感電・故障・ケガのおそれがあります。点
検・修理は、お買い求めの販売店またはお近くの保
守サービスに依頼してください。

ビニール袋などの包装材料は幼児の手の届かな
いところに保管すること
口に入れたり、頭からかぶるなどして窒息のおそれ
があります。

取りはずした小さな部品（カバー、キャップ、
ネジなど）は、幼児の手の届かないところに置
くこと
誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一、
飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

本製品の上または近くに「花びん・コップ」な
どの水の入った容器や、「ステープル・クリッ
プ」などの金属物を置かないこと　　
異物（金属片・液体など）が本製品の内部に入ると
火災・感電の原因となります。
異物が内部に入った場合は、すぐにパソコン本体の
電源スイッチを切り、ACアダプタの電源プラグを
コンセントから抜いてください。安全を確認してか
らバッテリパックは取りはずしてください。
点検・修理は、お買い求めの販売店またはお近くの
保守サービスに依頼してください。

分解禁止

警告�

注意�

禁止

指示

指示



4  取扱説明書

ふろ場、シャワーなどの水がかかったり、湿度の
高い場所あるいは屋外などの雨や霧が入り込む場
所では使用しないこと
火災・感電の原因となります。

ぐらついた台の上、かたむいたところなど不安
定な場所に置かないこと
落ちたり、たおれたりしてケガをするおそれがあり
ます。

本製品を接続したり、取りはずしたりする場合
は、取扱説明書に記述されてあるところ以外は
絶対に開けないこと
火災・やけど・感電のおそれがあります。

禁止

分解禁止

水場での禁止
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ご使用上のお願い

●本製品の使用環境、保管場所および取り扱いについて
直射日光が当たる場所、しめ切った車の中、暖房機器の近
くなど、温度が高くなるところに置かないでください。
故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

極端に低温になるところに置かないでください。
故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

ほこりの多いところに置かないでください。
故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。内部にほこり
が入ったときは、お買い求めの販売店またはお近くの保守サービ
スに点検を依頼してください。

急激な温度変化を与えないでください。
けつろ

結露が生じ、故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

雷が鳴っているときは使用しないでください。
故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発
するものの近くで使用しないでください。
故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

製品の上に物を乗せたり、物を落としたりしないでくだ
さい。
破損・故障の原因となります。

本製品を長時間使用する場合は、健康のために、定期的に
休みを取り、目や筋肉をリフレッシュさせてください。

お手入れするときは、ベンジン、シンナーなどを使用しな
いでください。
変質・変形・変色の原因となります。
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用途制限について

●本製品は人の生命に直接関わる装置等（＊1）を含むシステムに使用できるよう開
発・制作されたものではないので、それらの用途に使用しないこと。

＊1：人の生命に直接関わる装置等とは、以下のようなものを言います。
・生命維持装置や手術室用機器などの医療用機器
・有毒ガスなど気体の排出装置および排煙装置

・消防法、建築基準法など各種法律を遵守して設置しなければならない装置  など

●本製品を、人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含
むシステム（＊2）に使用する場合は、システムの運用、維持、管理に関して、特
別な配慮（＊3）が必要となるので、当社営業窓口に相談してください。

＊2：人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステム
とは、以下のようなものを言います。
（原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護系システム、その他
安全上重要な系統およびシステム）
（集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム）

＊3：特別な配慮とは、当社技術者と十分な協議を行い、安全なシステム（フール・
プルーフ設計、フェール・セーフ設計、冗長設計する等）を構築することを言

います。

著作権について
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。
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ハードウェアの保証とアフターサービスについて

●修理について

【無料修理（保証修理）】

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに記載された正常なご使用をされて

いる場合であって、お買い上げ日から保証期間中に故障したときに、保証書に記

載の「無料修理規定」に従い、ハードウェアの無料修理をいたします（詳しくは、

保証書に記載の「無料修理規定」をご覧ください）。

【有料修理】

「保証書」に記載の保証期間が終了している場合、または、保証書に記載の「無料

修理規定」の範囲外の作業（詳しくは、保証書に記載の「無料修理規定」をご覧

ください）については、有料修理をいたします。

●部品について

【部品の交換について】

保守部品（補修用性能部品）は、機能・性能が同等な新品部品あるいは新品と同

等に品質保証された部品（再利用部品）を使用し、故障した部品と交換します。

なお、有料修理でユニット修理を適用した場合および無料修理の交換元（取りは

ずした）部品の所有権は、株式会社東芝または株式会社東芝の認める各保守会社に

帰属します。

【保守部品（補修用性能部品）の最低保有期間】

保守部品（補修用性能部品）とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。

本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。

●最新情報について
東芝ホームページ「dynabook.com」では、常に最新のサポート情報を提供して

います。定期的に最新情報をご確認ください。

サポート情報：http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm
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はじめに
このたびは「TVチューナ」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
本製品は、パソコン本体のマルチスタイルベイに取り付け、テレビアンテナ
を接続することによって、テレビ番組をパソコン画面に表示したり、録画
することができます。
本書は「TVチューナ」の取り扱い方法および注意事項について説明しています。
お読みになった後も、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。

テレビ番組をパソコン画面に表示したり、録画するためには、「TVチューナセット
アップCD」から「TVfunSTUDIO」をインストールし、設定する必要があります。
『TVfunSTUDIO取扱説明書』もあわせてご覧ください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

記号の意味

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害 （＊2）を負うことが想定される
か、または物的損害（＊3）の発生が想定されること”を示します。

データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内
容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。

知っておくと便利な内容を示します。

このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。
　このマニュアルへの参照の場合 …「　」
　他のマニュアルへの参照の場合 …『　』

＊１ 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものお
よび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

＊2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
＊3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

注 意�

お願い�

メモ�

参照�
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用語について
本書では、次のように定義します。

Windows Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system日本
語版を示します。

記載について
・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場
合があります。

Trademarks
・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
における登録商標です。

・G-GUIDEはジェムスター社の登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用し
ている場合があります。

アンテナについて
・画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
・電波の弱い地域で、受信状態が悪い場合は購入店にご相談されるか、市販のアンテ
ナブースターをご利用ください。
アンテナブースターのご使用方法は、アンテナブースター付属の説明書をご覧く
ださい。

大切な録画・録音・編集について
・大切な録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行い、正しく
できることを確かめてください。

・放送チャンネルや番組によっては、音量オーバーすると音が割れたり、飛んだり
することがあります。必要に応じて調整してください。
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テレビ視聴と録画について
・本製品を利用して映像・音声を視聴される場合、MPEG変換のために実時間より
数秒程度再生が遅れます。厳密に実時間で見る必要がある場合は、本製品を使わ
ず直接テレビでご視聴ください。

・放送チャンネルや番組によっては、画像がコマ落ちすることがあります。
・録画中や再生中にパソコン本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停
止したりしてしまうことがあります。

・ビデオデッキでビデオテープを再生して本製品に入力する場合、古いテープなど
ノイズが多いテープを使用すると、コピープロテクト機能が働いて正常に動作し
ない場合があります。

・CATV番組の受信には、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要で
す。また、スクランブルのかかった番組（有料放送など）の視聴・録画にはホー
ムターミナル（アダプタ）が必要になる場合があります。詳しくは、各CATV会
社にお問い合わせください。

お願い
・本製品は日本国内用です。国外ではご使用になれません。
・購入時に定められた条件以外での、製品およびソフトウェアの複製もしくはコ
ピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。

「保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。
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1 同梱品の確認
梱包箱から取り出したら、TVチューナと次の付属品がそろっているか確認してくだ
さい。
万一、不足しているものがあったり損傷しているものがあるときには、購入した販
売店に相談してください。

● TVチューナ ● アンテナ変換プラグ

● ビデオケーブル

　　

● 取扱説明書（本書）

● TVfunSTUDIO取扱説明書

● TVチューナ セットアップCD

● 東芝お客様登録カード兼保証書
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2 各部の名称

アンテナ入力端子�

外部入力端子�

TVチューナの取り扱いと手入れ 

● 機器の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、水に
浸した布を固くしぼってから拭きます。
ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

● 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
● 使用できる環境は次のとおりです。
温度5～35℃、湿度20～80％

● 次のような場所で使用や保管をしないでください。
直射日光の当たる場所／非常に高温または低温になる場所／急激な温度変化のある
場所（結露を防ぐため）／強い磁気を帯びた場所（スピーカなどの近く）／ホコリ
の多い場所／振動の激しい場所／薬品の充満している場所／薬品に触れる場所

● 使用中に本製品が熱くなることがあります。本製品の動作状況により発熱してい
るだけで、故障ではありません。
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3 ソフトウェアのインストール
本製品をお使いいただくために、パソコンにソフトウェアをインストールします。

1 東芝コントロール
お使いのパソコンのモデル名をお確かめください。
次のモデルの場合は、現在パソコンにインストールされている「東芝コントロール」
を削除し、「TVチューナセットアップCD」から最新版の「東芝コントロール」を
インストールしてください。

・DynaBook G6/X18PME
・DynaBook G6/X18PDE

上記以外のモデルをお使いの場合は、「東芝コントロール」は最新版です。そのまま
お使いください。

1 ［コントロールパネル］を開き、［  プログラムの追加と削除］を
クリックする

2 現在インストールされているプログラムの一覧から［TOSHIBA
Controls］をクリックする

3 ［変更と削除］ボタンをクリックする
表示されるメッセージに従って操作してください。
再起動をうながすメッセージが表示されたら、「はい、今すぐコンピュータ
を再起動します」をチェックし、［完了］ボタンをクリックしてください。

4 パソコン本体のドライブに「TVチューナ セットアップCD」を
セットする
スタートアップ画面が表示されます。

5 ［インストール項目を選びます］をクリックする
6 ［東芝コントロール］をクリックする
［東芝コントロール］のインストールが開始されます。表示されるメッセー
ジに従って操作してください。
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2 TVfunSTUDIO
パソコンでテレビをお楽しみいただくためのソフトウェア「TVfunSTUDIO」をイ
ンストールします。

1 パソコン本体のドライブに「TVチューナ セットアップCD」を
セットする
スタートアップ画面が表示されます。

2 ［インストール項目を選びます］をクリックする
3 ［TVfunSTUDIO］をクリックする
［TVfunSTUDIO］のインストールが開始されます。表示されるメッセージ
に従って操作してください。

3 G-GUIDE
テレビ番組表を表示するための電子番組表（EPG）ソフトトウェア「G-GUIDE」を
インストールします。

1 パソコン本体のドライブに「TVチューナ セットアップCD」を
セットする
スタートアップ画面が表示されます。

2 ［インストール項目を選びます］をクリックする
3 ［G-GUIDE］をクリックする
［G-GUIDE］のインストールが開始されます。表示されるメッセージに従っ
て操作してください。

「TVfunSTUDIO」「G-GUIDE」の使い方については、『TvfunSTUDIO取扱説明
書』や『ソフトウェアのオンラインマニュアル』をご覧ください。



もっとステップアップ 15

注 意�

4 取り付け／取りはずし

1 マルチスタイルベイ機器について
本製品は、マルチスタイルベイ機器の1つです。マルチスタイルベイ機器は、パソ
コン本体のマルチスタイルベイに取り付けて使用します。
パソコン本体の購入時は、マルチスタイルベイにはウェイトセーバが取り付けられ
ていますので、本製品に差し替えてください。
本製品以外のマルチスタイルベイ機器の詳細については、『マルチスタイルベイ機器
に付属の説明書』を確認してください。

● 安全のために、マルチスタイルベイにはマルチスタイルベイ機器またはウェイト
セーバのいずれかを取り付けてお使いください。
マルチスタイルベイの内部に異物やほこりが入ると、パソコン本体の火災・感電・
故障の原因となります。また、内部に触れると感電のおそれがあります。

● マルチスタイルベイ機器には長い間使用していると熱を帯びるものがあります。
マルチスタイルベイ機器を取りはずす際にマルチスタイルベイ機器が熱い場合は、
少し時間をおき、冷めてからマルチスタイルベイ機器を取りはずしてください。

2 本製品の差し替え

1 マルチスタイルベイ機器の差し替え 　 　　　　　　　　　　　　

傷や破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて
作業を行ってください。

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照� 電源の切りかた『DynaBook まずはこれから』

2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す

お願い�

つづく
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4 マルチスタイルベイ用のネジがロック解除の位置（奥側）になって
いることを確認する
ロックの位置（手前側）になっている場合は、ロック解除の位置に付け替え
てください。

参照� マルチスタイルベイ機器のロック

「本項 -マルチスタイルベイ機器のロック」

5 マルチスタイルベイ・リリースラッチをスライドし①、マルチスタ
イルベイ機器を引き出す②

マルチスタイルベイ・リリースラッチを
スライドさせた状態で、機器をしっかり
つかんで水平に引き出してください。

リリースラッチ�

②�
①�

マルチスタイル�
ベイ機器�

6 マルチスタイルベイに取り付ける機器を裏返し、しっかり差し込む
カチッと音がして、マルチスタイルベイ・
リリースラッチがかかるまで差し込んでく
ださい。

7 必要であればマルチスタイルベイ機器をロックする
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2 マルチスタイルベイ機器のロック 　 　　　　　　　　　　　　　
マルチスタイルベイ機器は、ネジでロックすることができます。購入時、ネジは
ロック解除の位置（奥側）にとめられています。必要に応じてネジをロックの位置
（手前側）に付け替えてください。

● 取りはずしたネジは、幼児の手の届かないところに置いてください。誤って飲み
込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談し
てください。

● ネジをはずす際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
● 取りはずしたネジは紛失しないように注意してください。

1 パソコン本体を裏返し、ネジをマルチスタイルベイのロック解除の
位置（奥側）からはずす

2 手順1ではずしたネジをマルチスタイルベイのロック位置（手前
側）にとめる

お願い�

警 告�

4  取り付け／取りはずし
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3 ドライバのインストール 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
お使いのパソコンのモデル名をお確かめください。

・DynaBook G6/X18PME
・DynaBook G6/X18PDE

上記のモデルの場合は、TVチューナを取り付けてパソコン本体の電源を入れると、
［新しいハードウェアの検索ウィザードの開始］画面が表示されます。パソコン本体
のドライブに「TVチューナセットアップCD」がセットされていることを確認し
て、次の手順で操作してください。
上記以外のモデルをお使いの場合は、パソコン本体にドライバがインストールされ
ています。そのままお使いください。

1 ［ソフトウェアを自動的にインストールする］が選択されていること
を確認して、［次へ］ボタンをクリックする
表示されるメッセージに従って操作してください。
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3 アンテナケーブルの接続
アンテナケーブルを本製品に接続します。

● 雷が鳴り出したら、アンテナ線には触れないでください。感電の原因となります。

1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

2 同梱のアンテナ変換プラグをTVチューナのアンテナ入力端子に接
続する

3 アンテナ変換プラグにアンテナケーブルを接続する

4 外部入力端子への接続
ビデオデッキなどを本製品に接続することができます。

1 ビデオケーブルをTVチューナの外部入力端子に接続する

注 意�

4  取り付け／取りはずし
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5 リモコンの使い方
パソコン本体に同梱されているリモコンの「TVアプリケーションボタン」を使っ
て、「TVfunSTUDIO」を操作することができます。

参照� リモコンについて『DynaBook応用ガイド』

参照�「TVfunSTUDIO」について『TVfunSTUDIO取扱説明書』

TVアプリケーションボタン�
下の拡大図をご覧ください。�

チャンネルボタン�
チャンネルポジ�
ションを押した�
後に決定ボタン�
を押します。�

TV起動ボタン�
TVfunSTUDIOを�
起動します。�

入力切替ボタン�
TV入力/外部入力を�
切り替えます。�

ライブボタン�
ライブモードへ�
切り替えます。�

プレイボタン�
録画済みファイルの�
一覧が表示されます。�

録画ボタン�
現在受信／入力している映像を�
録画して保存します。�

停止ボタン�
映像を停止します。�
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6 困ったときは
『TVfunSTUDIO取扱説明書』の「困ったときのQ&A」もあわせてご覧ください。

異常な臭いや過熱に気づいた！

A パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜
いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはずして
から購入した販売店または保守サービスに連絡してください。
なお、連絡の際には次のことを伝えてください。
・使用している機器の名称
・購入年月日
・現在の状態（できるだけ詳しく連絡してください）

操作できない原因がどうしてもわからない

A 本製品のトラブルの場合は、東芝PCダイヤルに連絡してください。
なお、連絡の際には次のことを伝えてください。
・使用している機器の名称
・購入年月日
・現在の状態（できるだけ詳しく連絡してください）

本製品を廃棄したい

A 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してくださ
い。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。

参照� 廃棄について「7 廃棄について」
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7 廃棄について
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
（本製品は、プリント基板の製造に使用するはんだに鉛が含まれています）
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8 仕様

像映

トッマーォフ力入像映 zH06/enil525 （ CSTN ）
～　 spf03@084x027

法方縮圧 2GEPM

トーレトッビ力出 spbM6/4/2

声音

法方縮圧 2reyaLoiduA-GEPM

トーレグンリプンサ zHk84

トーレトッビ力出 .ces/tibk422

ルネンャチ信受
VTAC/FHV 1～3、4～ 31C/21 ～ 22C 、 32C ～ 44C

VTAC/FHU 31 ～ 54C/26 ～ 36C

スーェフタンイ・オデビ CSTN

部外
スーェフタンイ

部ナテンア 　軸同 57 ΩF （型 FHU/FHV ）用兼

力入オデビ部外 用使ルブーケオデビの梱同

）く除部起突（法寸形外 (031 幅 (7.831x) 行奥 (7.51x) さ高 mm)

量質 g022

件条境環用使
度温 5～ 53 ℃

度湿 02 ～ HR%08
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東芝PCダイヤル

技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。
お問い合わせの際には「お客様番号」をお伺いしております。（おらかじめ「お客様登録」を行っていただきますようお願い申し上げます。）
ナビダイヤル 0570-00-3100（サポート無料）

受付時間/9:00～19:00（祝日、12/31～1/3を除く）

電話番号はお間違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。
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。拠点までの電話料金は有料となります。
海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイライ
ンプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。

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。

・ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回
線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

東芝PC FAX情報サービス

東芝PCの商品情報、Q&Aなどを24時間お届けします。

043-270-1358
東芝PC FAX情報サービスでは音声FAX応答システムの採用により、パソコンの各種情報
をFAXで提供しております。お手元のFAX（G3モード対応）から電話をおかけになり、音
声案内に従って操作してください。ただし、メンテナンスのため休止させていただくことが
あります。

・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
東芝PCダイヤルにお問い合わせください。
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