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本カタログ掲載の製品の価格には、配送費などは含まれておりません。

※画面はハメコミ合成です。

Android™ 3.1搭載
10.1 型ワイド（16：10）

その先にある楽しみへ。
Android  3.1搭載レグザタブレット、誕生。

管理番号 PC-651 C  1107340（1）DNP

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」などを
よくお読みください。

このカタログの記載内容は2011年7月現在のものです。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費などは含まれておりません。

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、「夏モデルPC総合カタログ（2011.5）」をご覧ください。

通 話 料
お客様負担

デジタルプロダクツ    サービス社　
デジタルプロダクツ＆サービス第一事業部
〒105-8001  東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

●本カタログに掲載されている会社名およびサービス・製品の名称は、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。●Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、YouTube、Android マーケット、Android マーケット ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標
です。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴ、Powered by NVIDIAロゴは、米国NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Maltimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。
●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。●SRS Premium Voice Pro 、SRSと　  はSRS Labs, Inc.の登録商標です。 Premium Voice Pro技術は、SRS Labs,Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。●FSKAREN®は、富士ソフトの
登録商標です。●ThinkFree Mobile Office®の名称およびロゴは、Hancom Inc（HNC）.が使用権許諾を受けている登録商標です。●Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee,Ink.または
その関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。●PrinterShareは、Printer Anywhere Inc.の登録商標または商標です。●Adobe、Flash、Adobe Flash Playerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の
商標または登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■フラッシュメモリの容量を
いっぱいまでご使用になりますと、本製品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えますので、あらかじめご了承ください。■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。■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ディスク容量は、
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（フラッシュメモリ、液晶ディスプレイなど）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://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■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。■廃棄/譲渡する前に、本製品を購入時の状態に戻して、データ消去することをおすすめします。データ消去（初期化）の方法は、製品に付属の各種説明書をご覧ください。■本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。■本製品を廃棄する場合は、
お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。■貴重な資源を守るために、不要になったバッテリーパックは廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。その場合、
ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってください。バッテリーパック（充電式電池）の回収・リサイクルについてのお問い合わせ先は、一般社団法人 JBRC（http：//www.jbrc.com）です。■本カタログに記載されている数値および表記は2011年7月現在のものです。

※1. プレインストールされているプラットフォームのみサポートいたします。　※2. ネットワークのドメイン参加をすることはできません。　※3. メモリの
増設はできません。　※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. 横表示の場合。　※6. 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。　※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。拡張
表示機能（デュアルディスプレイモード）は使用できません。　※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. フラッシュ
メモリの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　※10. 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。　※11. 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。　※12. 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。　※13. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。　※14. サンプリングレートはソフト
ウェアによって異なります。　※15. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。　※16. 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。　※17. 市販のUSBケーブル（USB 2.0準拠 Mini-B（5ピンタイプ））が必要です。USBホスト機能には対応しておりません。　※18. 4極ミニ
ジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッド
セットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。　※19. バッテリーパックは消耗品です。　※20. 連続動画再生時の
駆動時間。ただし、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。　※21. 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。
※22. 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・地域でご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。　※23. 本体起動後、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。　※24. 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。　※25. バッテリーパック以外の主な付属品は含み
ません。　※26. 海外保証（制限付）の対象外であり、修理は日本国内のみのサポートとなります。

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、
エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カザフスタン、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、
コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セルビア、タイ、チェコ、
チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、フランス、
ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、モナコ、モロッコ、
ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア、韓国、台湾、日本、香港

■ハードウェア仕様

SDメモリカード （※2）（※4）（※5）
SDHCメモリカード（※3）（※4）（※5）
SDXCメモリカード（※4）（※5）
マルチメディアカード（※6）

メモリカード（※1） 最大容量
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. 市販のアダプターを接続することで、miniSDメモリカード、microSDメモリカードも使用できます。
※3. 市販のアダプターを接続することで、miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードも使用できます。
※4.   著作権保護技術CPRMには対応しておりません。　※5.  SDIOカードには対応しておりません。
※6.  SecureMMCには対応しておりません。

モデル名／型番
Android™ 3.1（※1）（※2）
NVIDIA® Tegra™ 2

1.0GHz
2コア
1MB

1GB（オンボード）/1GB（※3）
DDR2-533対応 SDRAM

0スロット（空きスロット×0）（※3）
タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶

（広視野角/省電力LEDバックライト）、1,280×800ドット（※4）（※5）

最大1,280×800ドット（※5）（※6）（※7）/1,677万色（※8）

静電容量式タッチパネル
オリエンテーションロックスイッチ、音量ボタン 他
16GBフラッシュメモリ（eMMC対応）（※9）

約3GB
IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※11）

Bluetooth® Specification Ver.2.1+EDR準拠（※12）
ステレオスピーカー、モノラルマイク

1スロット
●HDMI出力端子×1（※6）　●USB2.0×1（※16）　●USB2.0(Mini-B)×1（※17）
●マイク入力/ヘッドホン出力共通端子（3.5mmΦ4極ミニジャック）×1（※18）

本体前面（有効画素数 約200万画素）×1、本体背面（有効画素数 約500万画素）×1
リチウムイオン（バッテリーパック）（※19）

約7.0時間（※20）（※21）
約3.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）（※21）

AC100V～240V、50/60Hz（※22）
約6W（30W）

温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）（※24）
約177.0（幅）×273.0（奥行）×15.8（高さ）mm

約765g
●ACアダプター  ●電源コード  ●取扱説明書  ●保証書  ●バッテリーパック（本体装着済み） 他

あり（1年）: 海外保証（制限付）は対象外（※26）

プラットフォーム

プロセッサ

メモリ

表示機能

入力装置

補助記憶装置

通信機能

サウンド機能（※13）（※14）
ブリッジメディアスロット（※15）

インターフェース

Webカメラ

電源

標準消費電力（※23）（最大）
環境条件
外形寸法（突起部含まず）
質量（※25）
主な付属品
保証

バッテリー
　駆動時間
　充電時間
ACアダプター

内蔵フラッシュメモリ
　ソフトウェア占有量
無線LAN（※10）
Bluetooth（※10）

ポインティングデバイス
ワンタッチ操作ボタン

動作周波数
コア数
キャッシュメモリ
標準
仕様
メモリ専用スロット

ディスプレイ

解像度/
表示色

外部ディスプレイと同時表示
（HDMI接続）（オプション）

■ソフトウェア

■ブリッジメディアスロット仕様

■無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

インターネット/
通信

オフィスアプリケーション

日本語入力システム
プラットフォーム

実用

マルチメディア

その他
ユーティリティ

インターネット閲覧

メールソフト

Messaging

インターネットサービス

ファイル管理

Market

地図

電子書籍

レグザAppsコネクト

プレーヤー

映像処理

サウンドレコーダー

音声処理

静止画管理

サポート

音声検索
電卓
ウイルス検索・駆除
住所録
アラーム
カレンダー
PDFファイル表示
プリント機能 他

Android™ 3.1　注1）
FSKAREN®
Android™ プラットフォーム標準ブラウザ
メール
Gmail™
Google トーク™
Evernote®
YouTube™
シンクフリーモバイルオフィス®
TOSHIBA File Manager
Android マーケット™
東芝プレイス
モバイル版 Google マップ
Google ストリートビュー™
ブックプレイスリーダー
マガストア
RZタグラー　注2）
TOSHIBA Media Player
TuneWiki Social Music Player
音楽
Adobe® Flash® Player
レゾリューションプラス
Adaptive Display
音声レコーダー
SRS Premium Voice Pro™
Audio Enhancer
Noise Equalizer
カメラ
ギャラリー
Google 音声検索™
電卓
McAfee WaveSecure for Android Tablet（30 日期間限定版） 注3）
連絡先
アラーム
カレンダー（Google カレンダーと連動）
Adobe® Reader®
PrinterShare® - Mobile Print
TOSHIBA Service Station
オンラインマニュアル

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

★

★
★
★
★

★

★
★
★
★
★

★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★

AT300/24C

注1 Android™ プラットフォームについてのサポート情報は、http://dynabook.com/assistpc/tab/index_j.htmをご覧く
ださい。Android™ プラットフォームに関する一般的なお問い合わせは、東芝PC あんしんサポートでお受けします。
注2 レグザAppsコネクトに関するご相談は「RDシリーズサポートダイヤル［ナビダイヤル（通話料お客様負担）：
0570-00-0233］」までお問い合わせください。PHS・一部のIP電話などでは、ご利用になれない場合があります。［受付時間］
365日／9：00～18：00（12：30～13：30は休止）インターネットからはhttp://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/contact/を
ご覧ください。　注3 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。　※プレインストール
ソフトは市販の製品とソフト内容、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。

★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に関しましては、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。

AT300/24C／PA30024CNAS

■無線LAN（IEEE802.11b/g/n準拠）、Bluetooth®対応地域  2011年7月現在

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。　※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://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.htmlをご覧ください。

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。2.4GHz帯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、工場の製造ラインなど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。 

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。

2.4 DS/OF  4
無線LAN

2.4 FH  1
Bluetooth®

○：プレインストール

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。

本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。

Android  ３.１搭載、１０.１型レグザタブレット。
あなたの毎日に、新しい快適さを。
And ro id™  3 . 1搭載タブレット「レグザタブレットAT300 /24C」、誕生。

東芝液晶TV「レグザ」や東芝PC「ダイナブック」で培った、

高画質、高音質、使いやすさを10 .1型タブレットに凝縮。

いつでも、どこでも、ネット動画やゲーム、電子書籍を快適に楽しめます。

また、豊富なインターフェースでレグザやレグザブルーレイともつながり、

映像や音の楽しみがさらに広がります。

Android™ 3.1、Adobe® Flash® Player搭載。Flashコンテンツもストレスなく楽しめます。
Google™ 参画の業界団体「OHA」により開発されたプラットフォーム「Android」の
最新バージョン3.1を搭載。最近使ったアプリケーションリストを最大19件まで表示
できたり、ウィジェットのサイズ変更も可能になりました。さらに、多様なUSB接続の
周辺機器をサポートするなど、機能がより強化されています。また、Adobe® Flash® 
Playerも搭載しているので、Flashコンテンツが快適に楽しめるのはもちろん、
さまざまなWebサイトをスムーズに閲覧できます。

「東芝プレイス」はこちら http://toshibaplaces.jp

※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。

※画面はすべてハメコミ合成です。
※Google トーク™をご使用いただくには、Google アカウントが必要です。

サポートプレイス アクセサリープレイス アッププレイス ブックプレイス

ビデオプレイス ゲームプレイス ショッピングプレイス ミュージックプレイス

東芝プレイス

（Google トーク™）

10497772.indd   1 11.7.11   2:52:29 PM



タブレット

2011.7

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費などは含まれておりません。

※画面はハメコミ合成です。

Android™ 3.1搭載
10.1 型ワイド（16：10）

その先にある楽しみへ。
Android  3.1搭載レグザタブレット、誕生。

管理番号 PC-651 C  1107340（1）DNP

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」などを
よくお読みください。

このカタログの記載内容は2011年7月現在のものです。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費などは含まれておりません。

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、「夏モデルPC総合カタログ（2011.5）」をご覧ください。

通 話 料
お客様負担

デジタルプロダクツ    サービス社　
デジタルプロダクツ＆サービス第一事業部
〒105-8001  東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

●本カタログに掲載されている会社名およびサービス・製品の名称は、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。●Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、YouTube、Android マーケット、Android マーケット ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標
です。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴ、Powered by NVIDIAロゴは、米国NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Maltimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。
●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。●SRS Premium Voice Pro 、SRSと　  はSRS Labs, Inc.の登録商標です。 Premium Voice Pro技術は、SRS Labs,Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。●FSKAREN®は、富士ソフトの
登録商標です。●ThinkFree Mobile Office®の名称およびロゴは、Hancom Inc（HNC）.が使用権許諾を受けている登録商標です。●Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee,Ink.または
その関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。●PrinterShareは、Printer Anywhere Inc.の登録商標または商標です。●Adobe、Flash、Adobe Flash Playerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の
商標または登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■フラッシュメモリの容量を
いっぱいまでご使用になりますと、本製品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えますので、あらかじめご了承ください。■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。■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ディスク容量は、
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（フラッシュメモリ、液晶ディスプレイなど）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://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■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。■廃棄/譲渡する前に、本製品を購入時の状態に戻して、データ消去することをおすすめします。データ消去（初期化）の方法は、製品に付属の各種説明書をご覧ください。■本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。■本製品を廃棄する場合は、
お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。■貴重な資源を守るために、不要になったバッテリーパックは廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。その場合、
ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってください。バッテリーパック（充電式電池）の回収・リサイクルについてのお問い合わせ先は、一般社団法人 JBRC（http：//www.jbrc.com）です。■本カタログに記載されている数値および表記は2011年7月現在のものです。

※1. プレインストールされているプラットフォームのみサポートいたします。　※2. ネットワークのドメイン参加をすることはできません。　※3. メモリの
増設はできません。　※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. 横表示の場合。　※6. 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。　※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。拡張
表示機能（デュアルディスプレイモード）は使用できません。　※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. フラッシュ
メモリの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　※10. 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。　※11. 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。　※12. 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。　※13. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。　※14. サンプリングレートはソフト
ウェアによって異なります。　※15. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。　※16. 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。　※17. 市販のUSBケーブル（USB 2.0準拠 Mini-B（5ピンタイプ））が必要です。USBホスト機能には対応しておりません。　※18. 4極ミニ
ジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッド
セットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。　※19. バッテリーパックは消耗品です。　※20. 連続動画再生時の
駆動時間。ただし、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。　※21. 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。
※22. 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・地域でご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。　※23. 本体起動後、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。　※24. 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。　※25. バッテリーパック以外の主な付属品は含み
ません。　※26. 海外保証（制限付）の対象外であり、修理は日本国内のみのサポートとなります。

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、
エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カザフスタン、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、
コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セルビア、タイ、チェコ、
チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、フランス、
ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、モナコ、モロッコ、
ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア、韓国、台湾、日本、香港

■ハードウェア仕様

SDメモリカード （※2）（※4）（※5）
SDHCメモリカード（※3）（※4）（※5）
SDXCメモリカード（※4）（※5）
マルチメディアカード（※6）

メモリカード（※1） 最大容量
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. 市販のアダプターを接続することで、miniSDメモリカード、microSDメモリカードも使用できます。
※3. 市販のアダプターを接続することで、miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードも使用できます。
※4.   著作権保護技術CPRMには対応しておりません。　※5.  SDIOカードには対応しておりません。
※6.  SecureMMCには対応しておりません。

モデル名／型番
Android™ 3.1（※1）（※2）
NVIDIA® Tegra™ 2

1.0GHz
2コア
1MB

1GB（オンボード）/1GB（※3）
DDR2-533対応 SDRAM

0スロット（空きスロット×0）（※3）
タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶

（広視野角/省電力LEDバックライト）、1,280×800ドット（※4）（※5）

最大1,280×800ドット（※5）（※6）（※7）/1,677万色（※8）

静電容量式タッチパネル
オリエンテーションロックスイッチ、音量ボタン 他
16GBフラッシュメモリ（eMMC対応）（※9）

約3GB
IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※11）

Bluetooth® Specification Ver.2.1+EDR準拠（※12）
ステレオスピーカー、モノラルマイク

1スロット
●HDMI出力端子×1（※6）　●USB2.0×1（※16）　●USB2.0(Mini-B)×1（※17）
●マイク入力/ヘッドホン出力共通端子（3.5mmΦ4極ミニジャック）×1（※18）

本体前面（有効画素数 約200万画素）×1、本体背面（有効画素数 約500万画素）×1
リチウムイオン（バッテリーパック）（※19）

約7.0時間（※20）（※21）
約3.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）（※21）

AC100V～240V、50/60Hz（※22）
約6W（30W）

温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）（※24）
約177.0（幅）×273.0（奥行）×15.8（高さ）mm

約765g
●ACアダプター  ●電源コード  ●取扱説明書  ●保証書  ●バッテリーパック（本体装着済み） 他

あり（1年）: 海外保証（制限付）は対象外（※26）

プラットフォーム

プロセッサ

メモリ

表示機能

入力装置

補助記憶装置

通信機能

サウンド機能（※13）（※14）
ブリッジメディアスロット（※15）

インターフェース

Webカメラ

電源

標準消費電力（※23）（最大）
環境条件
外形寸法（突起部含まず）
質量（※25）
主な付属品
保証

バッテリー
　駆動時間
　充電時間
ACアダプター

内蔵フラッシュメモリ
　ソフトウェア占有量
無線LAN（※10）
Bluetooth（※10）

ポインティングデバイス
ワンタッチ操作ボタン

動作周波数
コア数
キャッシュメモリ
標準
仕様
メモリ専用スロット

ディスプレイ

解像度/
表示色

外部ディスプレイと同時表示
（HDMI接続）（オプション）

■ソフトウェア

■ブリッジメディアスロット仕様

■無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

インターネット/
通信

オフィスアプリケーション

日本語入力システム
プラットフォーム

実用

マルチメディア

その他
ユーティリティ

インターネット閲覧

メールソフト

Messaging

インターネットサービス

ファイル管理

Market

地図

電子書籍

レグザAppsコネクト

プレーヤー

映像処理

サウンドレコーダー

音声処理

静止画管理

サポート

音声検索
電卓
ウイルス検索・駆除
住所録
アラーム
カレンダー
PDFファイル表示
プリント機能 他

Android™ 3.1　注1）
FSKAREN®
Android™ プラットフォーム標準ブラウザ
メール
Gmail™
Google トーク™
Evernote®
YouTube™
シンクフリーモバイルオフィス®
TOSHIBA File Manager
Android マーケット™
東芝プレイス
モバイル版 Google マップ
Google ストリートビュー™
ブックプレイスリーダー
マガストア
RZタグラー　注2）
TOSHIBA Media Player
TuneWiki Social Music Player
音楽
Adobe® Flash® Player
レゾリューションプラス
Adaptive Display
音声レコーダー
SRS Premium Voice Pro™
Audio Enhancer
Noise Equalizer
カメラ
ギャラリー
Google 音声検索™
電卓
McAfee WaveSecure for Android Tablet（30 日期間限定版） 注3）
連絡先
アラーム
カレンダー（Google カレンダーと連動）
Adobe® Reader®
PrinterShare® - Mobile Print
TOSHIBA Service Station
オンラインマニュアル
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AT300/24C

注1 Android™ プラットフォームについてのサポート情報は、http://dynabook.com/assistpc/tab/index_j.htmをご覧く
ださい。Android™ プラットフォームに関する一般的なお問い合わせは、東芝PC あんしんサポートでお受けします。
注2 レグザAppsコネクトに関するご相談は「RDシリーズサポートダイヤル［ナビダイヤル（通話料お客様負担）：
0570-00-0233］」までお問い合わせください。PHS・一部のIP電話などでは、ご利用になれない場合があります。［受付時間］
365日／9：00～18：00（12：30～13：30は休止）インターネットからはhttp://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/contact/を
ご覧ください。　注3 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。　※プレインストール
ソフトは市販の製品とソフト内容、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。

★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に関しましては、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。

AT300/24C／PA30024CNAS

■無線LAN（IEEE802.11b/g/n準拠）、Bluetooth®対応地域  2011年7月現在

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。　※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://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.htmlをご覧ください。

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。2.4GHz帯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、工場の製造ラインなど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。 

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。

2.4 DS/OF  4
無線LAN

2.4 FH  1
Bluetooth®

○：プレインストール

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。

本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。

Android  ３.１搭載、１０.１型レグザタブレット。
あなたの毎日に、新しい快適さを。
And ro id™  3 . 1搭載タブレット「レグザタブレットAT300 /24C」、誕生。

東芝液晶TV「レグザ」や東芝PC「ダイナブック」で培った、

高画質、高音質、使いやすさを10 .1型タブレットに凝縮。

いつでも、どこでも、ネット動画やゲーム、電子書籍を快適に楽しめます。

また、豊富なインターフェースでレグザやレグザブルーレイともつながり、

映像や音の楽しみがさらに広がります。

Android™ 3.1、Adobe® Flash® Player搭載。Flashコンテンツもストレスなく楽しめます。
Google™ 参画の業界団体「OHA」により開発されたプラットフォーム「Android」の
最新バージョン3.1を搭載。最近使ったアプリケーションリストを最大19件まで表示
できたり、ウィジェットのサイズ変更も可能になりました。さらに、多様なUSB接続の
周辺機器をサポートするなど、機能がより強化されています。また、Adobe® Flash® 
Playerも搭載しているので、Flashコンテンツが快適に楽しめるのはもちろん、
さまざまなWebサイトをスムーズに閲覧できます。

「東芝プレイス」はこちら http://toshibaplaces.jp

※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。

※画面はすべてハメコミ合成です。
※Google トーク™をご使用いただくには、Google アカウントが必要です。

サポートプレイス アクセサリープレイス アッププレイス ブックプレイス

ビデオプレイス ゲームプレイス ショッピングプレイス ミュージックプレイス

東芝プレイス

（Google トーク™）
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レグザワールド

東芝プレイス

Android™ 3.1搭載。東芝ならではの高画質、高音質、使いやすさを１０.１型タブレットに。レグザやレグザブルーレイとつながり、楽しみが広がる。

〈
変
換
処
理
前
〉

〈
変
換
処
理
後
〉

10.1型高精細1,280×800ドットTFTカラーLED液晶を搭載。ハイビジョンコンテンツも美しく鮮やかに
表示します。また、本体を90度回転させると、画面の向きも自動で切り替わります。オリエンテーション
ロックスイッチにより、向きを固定させることも可能です。

■10.1型広視野角＆高精細LED液晶（省電力LEDバックライト）

ソフトウェア上で鮮鋭感をアップする、東芝ならではの「レゾリューション
プラス」機能により、さまざまな映像をより美しい画質で楽しめます。

■鮮鋭感を上げてより美しく「レゾリューションプラス」
センサーが外光環境を検知して、メリハリのある鮮やかな映像に自動
調整。日差しの中でも見やすさを向上します。

■太陽光の下でも見やすい「Adaptive Display」

機能OFF 機能ON

フレッシュグリーンラズベリーピンク

バッテリパック61AD

オプションのバッテリーを予備として携行すれば、
旅行時なども安心です。

テンキー、QWERTYキーでの
フリック入力だけでなく、手書き
を使用した入力が可能です。
複雑な文字も認識します。

便利で安心なソフトを搭載

※効果をわかりやすくしたイメージです。

高画質 高音質 すぐれた基本性能と機動性

レグザタブレットには、購入した書籍
を閲覧できる「ブックプレイスリー
ダー」を搭載。さらに、東芝独自の
音声読み上げソフトと組み合わせて
利用することで、自然で高音質な
音声でも楽しめます＊。読み上げる
音声の性別やスピードもお好みで
調整可能。本を取り出せない混雑
した電車の中でもイヤホンを通して
書籍を聴いたり、お子様への読み
聞かせにも活用できます。

［上側面部］

［下側面部］

［前面］ ［背面］［右側面部］［左側面部］

③

②

②
④
⑤

⑥

⑦

■インターフェース

⑬ ⑭

⑧⑨ ⑩ ⑪⑫

①

（　　 　　 ）
①カバーロック
②スピーカー　
③ドッキングポート
④電源スイッチ
⑤音量ボタン

⑥オリエンテーションロックスイッチ
⑦ブリッジメディア
　スロット
⑧電源コネクタ
⑨マイク入力/ヘッドホン出力共通端子

⑩USB2.0コネクタ
⑪HDMI出力端子
⑫mini USB コネクタ
⑬Webカメラ（前面）
⑭Webカメラ（背面）

SDメモリカード
SDHCメモリカード
SDXCメモリカード 他 

前面（装着例）

背面

小型薄型スピーカーで出にくい
低域や高域の音を適宜補正する
ことで、より原音に近い音質を
実現。高音質で楽しめます。

■スピーカーの音質を向上「Audio Enhancer」

騒音など周囲がうるさい環境でも、雑音に埋もれたコンテンツ成分
を強調することで聴きとりやすい音質に自動調整します。

デュアルコアによる高い処理能力、NVIDIAならではの
優れたグラフィックス性能により、動画再生も滑らかです。

■騒音の中でも聴きとりやすい「Noise Equalizer」

雑音環境下でのVoIP通話でも、より明瞭な音声通話を
実現。また、より広がりのあるサウンドが楽しめます。

■高品位な音声とサウンド体験
　「SRS Premium Voice Pro™」

■「NVIDIA® Tegra™ 2」搭載

■スピーディーな充電が可能。
　約3.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）＊2

■持ちやすい背面ラバー仕上げ

■連続動画再生時最大約7.0時間＊1の長時間
　バッテリー駆動。バッテリー交換も可能

◀インターフェース：
　 HDMI出力端子×1、
　 USB2.0×2、
　 ヘッドホン出力端子×1、
　 電源コネクタ×1

■豊富なインターフェースを搭載

前面：約200万画素 背面：約500万画素

レグザタブレットから新しい楽しみがつぎつぎと生まれる。

便利なUSBコネクタや大容量SDXCメモリカード対応ブリッジメディアスロット
を搭載。PCに保存された写真や映像などをタブレットで閲覧して楽しめます。

テレビの視聴スタイルを劇的に変える「レグザApps
コネクト」に対応。専用アプリ「RZタグラー」を使えば、
レグザを直感的に操作したり、録画番組の情報を他のユーザーと共有する
ことができます。また、「RZ見るナビ」で離れた部屋にいながらホームネット
ワーク上にある機器どうしを操作したり、「RZ節電リモ」で電力使用予想量に
合わせてレグザの節電モードを自動で切り替えることもできます。

レグザタブレットは、液晶テレビ「レグザ 」やハイビジョンレコーダー
「レグザブルーレイ」、PC「ダイナブック」などと連携。「レグザApps
コネクト」や「東芝プレイス」によって映像や音の新しい楽しみ方を
つぎつぎともたらし、利便性やエンタテインメント性あふれる「レグザ
ワールド」を堪能できます。

＊ 音読に対応していない書籍もあります。

※接続用のケーブルは本体に付属しておりませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要です。
※すべての映像機器との接続を保証するものではありません。

＊ Android マーケット™ よりダウンロードにて対応。
※「レグザAppsコネクト」に関する詳しい情報は東芝レグザの
　ホームページをご覧ください。

お好みのカラーでスタイルアップ。標準の
バックカバーと同様のラバー仕上げで、
グリップ感にすぐれ、手に持っても滑りにくく
安心です。

クレードルに本体を装着して、キー
ボードやマウス（別売）をつなげば、
PCのようにも使えます。また、装着
したまま充電も行えます。

「読む」楽しみが、どんどん深まる すぐれた拡張性「つながる」楽しみが、どんどん広がる オプション＆周辺機器「オプション」で、自分らしくブックプレイス

■オプション
製　品　名 型　番

レグザタブレットAT300バックカバー
（赤紫）ラズベリーピンク　注1）
レグザタブレットAT300バックカバー
（若草色）フレッシュグリーン　注1）
バッテリパック61AD　注2）
ACアダプター
ポート拡張クレードル

PABKC001

PABKC002

PABAS243
PAACA029
PAAPR009

注1 2011年8月発売予定。
注2 バッテリーパックは消耗品です。
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。
（2011年7月現在）

電子書籍の購入は「ブックプレイス」へ

「ブックプレイス」は「東芝プレイス」内にオープンした
電子書籍ストアです。レグザタブレットのホーム画面の
アイコンをタップするだけでアクセスでき、いつでも
簡単に好きな電子書籍を購入できます。

購入した電子書籍は、最大3台まで、さまざまなデバイス
で楽しむことが可能。PCの大画面でも、スマートフォン
でも楽しめます。

■「ブックプレイス」には、約25,000冊＊の書籍をご用意

■購入した書籍はPCでもスマートフォンでも楽しめる

＊ 2011年7月現在。

10.1型ワイド画面で読みやすい。
ワイド画面だから、雑誌を見開き表示＊で楽しめる！

＊ 見開きに対応していない書籍もあります。

HDMI接続で大画面出力。
タブレットの映像や書籍を
液晶テレビで楽しめる

「レグザAppsコネクト」で、
レグザやレグザブルーレイとつながる

電子書籍を自然な音声で読み上げ。
電子書籍を耳からも楽しめる！

USBやSDメモリカードで画像・動画共有

レグザタブレットとリビングの液晶テレビをHDMIケーブル1本でつなぐ
だけで、タブレットのコンテンツを迫力の大画面でたっぷり楽しめます。

高速無線LAN対応IEEE802.11b/g/n、Bluetooth®Ver.2.1＋EDR搭載。
Webもメールもワイド画面でいつでもどこでも楽しめます。

ワイヤレス通信

2色のバックカバー ポート拡張クレードル

交換できるバッテリーパック。
さらなる長時間駆動を実現

※内蔵フラッシュメモリの使用可能領域を約10GBとし、小説1冊を約1MB、コミック1巻を約40MBで算出した値。
　ただし、内蔵フラッシュメモリの使用可能領域は、ご使用状況により変動する場合があります。

本の出し入れも簡単。本棚から探す手間がかかりません。

1台に小説なら約10,000冊、コミックなら約250巻保存可能。
いつでも好きな本がすぐ読める！

高画質Webカメラで
ビデオ通話も楽しめる

「東芝プレイス」はこちら http://toshibaplaces.jp ※Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、YouTube、Android マーケット、Android マーケット ロゴは、
Google.Incの商標または登録商標です。　※SRS Premium Voice Pro、SRSと　 はSRS Labs, Inc.の登録商標です。
Premium Voice Pro技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
※画面はすべてハメコミ合成です。

●USB2.0×1  ●USB2.0（Mini-B）×1  ●HDMI出力端子×1
●ブリッジメディアスロット（SDメモリカード、SDHCメモリカード、
SDXCメモリカード、マルチメディアカード）×1  他

■日本語入力が快適な
　日本語入力システム「FSKAREN®」

■Officeの閲覧・編集ができる
　「シンクフリーモバイルオフィス®」

■セキュリティサービス
　 「McAfee WaveSecure  for Android Tablet」

■エンタテインメントも充実「YouTube™」「Evernote®」

（30日期間限定版）
RZ節電リモ＊

「RZ節電リモ」の節電設定画面

RZ見るナビ＊RZタグラー

※2011年8月発売予定。　※写真は本体装着時。

※ポート拡張クレードルに、
　ACアダプターは同こんしておりません。

Webカメラ（背面）Webカメラ（前面）

＊1 連続動画再生時の駆動時間。ただし、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。バッテリー駆動時間は、使用環境により異なります。　＊2 バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。

豊富なインターフェース

前面約200万画素、背面約500万画素の高画質Webカメラや、SDXC
メモリカード対応ブリッジメディアスロット、USBコネクタ、HDMI出力
端子を搭載しています。
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レグザワールド

東芝プレイス

Android™ 3.1搭載。東芝ならではの高画質、高音質、使いやすさを１０.１型タブレットに。レグザやレグザブルーレイとつながり、楽しみが広がる。

〈
変
換
処
理
前
〉

〈
変
換
処
理
後
〉

10.1型高精細1,280×800ドットTFTカラーLED液晶を搭載。ハイビジョンコンテンツも美しく鮮やかに
表示します。また、本体を90度回転させると、画面の向きも自動で切り替わります。オリエンテーション
ロックスイッチにより、向きを固定させることも可能です。

■10.1型広視野角＆高精細LED液晶（省電力LEDバックライト）

ソフトウェア上で鮮鋭感をアップする、東芝ならではの「レゾリューション
プラス」機能により、さまざまな映像をより美しい画質で楽しめます。

■鮮鋭感を上げてより美しく「レゾリューションプラス」
センサーが外光環境を検知して、メリハリのある鮮やかな映像に自動
調整。日差しの中でも見やすさを向上します。

■太陽光の下でも見やすい「Adaptive Display」

機能OFF 機能ON

フレッシュグリーンラズベリーピンク

バッテリパック61AD

オプションのバッテリーを予備として携行すれば、
旅行時なども安心です。

テンキー、QWERTYキーでの
フリック入力だけでなく、手書き
を使用した入力が可能です。
複雑な文字も認識します。

便利で安心なソフトを搭載

※効果をわかりやすくしたイメージです。

高画質 高音質 すぐれた基本性能と機動性

レグザタブレットには、購入した書籍
を閲覧できる「ブックプレイスリー
ダー」を搭載。さらに、東芝独自の
音声読み上げソフトと組み合わせて
利用することで、自然で高音質な
音声でも楽しめます＊。読み上げる
音声の性別やスピードもお好みで
調整可能。本を取り出せない混雑
した電車の中でもイヤホンを通して
書籍を聴いたり、お子様への読み
聞かせにも活用できます。

［上側面部］

［下側面部］

［前面］ ［背面］［右側面部］［左側面部］

③

②

②
④
⑤

⑥

⑦

■インターフェース

⑬ ⑭

⑧⑨ ⑩ ⑪⑫

①

（　　 　　 ）
①カバーロック
②スピーカー　
③ドッキングポート
④電源スイッチ
⑤音量ボタン

⑥オリエンテーションロックスイッチ
⑦ブリッジメディア
　スロット
⑧電源コネクタ
⑨マイク入力/ヘッドホン出力共通端子

⑩USB2.0コネクタ
⑪HDMI出力端子
⑫mini USB コネクタ
⑬Webカメラ（前面）
⑭Webカメラ（背面）

SDメモリカード
SDHCメモリカード
SDXCメモリカード 他 

前面（装着例）

背面

小型薄型スピーカーで出にくい
低域や高域の音を適宜補正する
ことで、より原音に近い音質を
実現。高音質で楽しめます。

■スピーカーの音質を向上「Audio Enhancer」

騒音など周囲がうるさい環境でも、雑音に埋もれたコンテンツ成分
を強調することで聴きとりやすい音質に自動調整します。

デュアルコアによる高い処理能力、NVIDIAならではの
優れたグラフィックス性能により、動画再生も滑らかです。

■騒音の中でも聴きとりやすい「Noise Equalizer」

雑音環境下でのVoIP通話でも、より明瞭な音声通話を
実現。また、より広がりのあるサウンドが楽しめます。

■高品位な音声とサウンド体験
　「SRS Premium Voice Pro™」

■「NVIDIA® Tegra™ 2」搭載

■スピーディーな充電が可能。
　約3.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）＊2

■持ちやすい背面ラバー仕上げ

■連続動画再生時最大約7.0時間＊1の長時間
　バッテリー駆動。バッテリー交換も可能

◀インターフェース：
　 HDMI出力端子×1、
　 USB2.0×2、
　 ヘッドホン出力端子×1、
　 電源コネクタ×1

■豊富なインターフェースを搭載

前面：約200万画素 背面：約500万画素

レグザタブレットから新しい楽しみがつぎつぎと生まれる。

便利なUSBコネクタや大容量SDXCメモリカード対応ブリッジメディアスロット
を搭載。PCに保存された写真や映像などをタブレットで閲覧して楽しめます。

テレビの視聴スタイルを劇的に変える「レグザApps
コネクト」に対応。専用アプリ「RZタグラー」を使えば、
レグザを直感的に操作したり、録画番組の情報を他のユーザーと共有する
ことができます。また、「RZ見るナビ」で離れた部屋にいながらホームネット
ワーク上にある機器どうしを操作したり、「RZ節電リモ」で電力使用予想量に
合わせてレグザの節電モードを自動で切り替えることもできます。

レグザタブレットは、液晶テレビ「レグザ 」やハイビジョンレコーダー
「レグザブルーレイ」、PC「ダイナブック」などと連携。「レグザApps
コネクト」や「東芝プレイス」によって映像や音の新しい楽しみ方を
つぎつぎともたらし、利便性やエンタテインメント性あふれる「レグザ
ワールド」を堪能できます。

＊ 音読に対応していない書籍もあります。

※接続用のケーブルは本体に付属しておりませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要です。
※すべての映像機器との接続を保証するものではありません。

＊ Android マーケット™ よりダウンロードにて対応。
※「レグザAppsコネクト」に関する詳しい情報は東芝レグザの
　ホームページをご覧ください。

お好みのカラーでスタイルアップ。標準の
バックカバーと同様のラバー仕上げで、
グリップ感にすぐれ、手に持っても滑りにくく
安心です。

クレードルに本体を装着して、キー
ボードやマウス（別売）をつなげば、
PCのようにも使えます。また、装着
したまま充電も行えます。

「読む」楽しみが、どんどん深まる すぐれた拡張性「つながる」楽しみが、どんどん広がる オプション＆周辺機器「オプション」で、自分らしくブックプレイス

■オプション
製　品　名 型　番

レグザタブレットAT300バックカバー
（赤紫）ラズベリーピンク　注1）
レグザタブレットAT300バックカバー
（若草色）フレッシュグリーン　注1）
バッテリパック61AD　注2）
ACアダプター
ポート拡張クレードル

PABKC001

PABKC002

PABAS243
PAACA029
PAAPR009

注1 2011年8月発売予定。
注2 バッテリーパックは消耗品です。
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。
（2011年7月現在）

電子書籍の購入は「ブックプレイス」へ

「ブックプレイス」は「東芝プレイス」内にオープンした
電子書籍ストアです。レグザタブレットのホーム画面の
アイコンをタップするだけでアクセスでき、いつでも
簡単に好きな電子書籍を購入できます。

購入した電子書籍は、最大3台まで、さまざまなデバイス
で楽しむことが可能。PCの大画面でも、スマートフォン
でも楽しめます。

■「ブックプレイス」には、約25,000冊＊の書籍をご用意

■購入した書籍はPCでもスマートフォンでも楽しめる

＊ 2011年7月現在。

10.1型ワイド画面で読みやすい。
ワイド画面だから、雑誌を見開き表示＊で楽しめる！

＊ 見開きに対応していない書籍もあります。

HDMI接続で大画面出力。
タブレットの映像や書籍を
液晶テレビで楽しめる

「レグザAppsコネクト」で、
レグザやレグザブルーレイとつながる

電子書籍を自然な音声で読み上げ。
電子書籍を耳からも楽しめる！

USBやSDメモリカードで画像・動画共有

レグザタブレットとリビングの液晶テレビをHDMIケーブル1本でつなぐ
だけで、タブレットのコンテンツを迫力の大画面でたっぷり楽しめます。

高速無線LAN対応IEEE802.11b/g/n、Bluetooth®Ver.2.1＋EDR搭載。
Webもメールもワイド画面でいつでもどこでも楽しめます。

ワイヤレス通信

2色のバックカバー ポート拡張クレードル

交換できるバッテリーパック。
さらなる長時間駆動を実現

※内蔵フラッシュメモリの使用可能領域を約10GBとし、小説1冊を約1MB、コミック1巻を約40MBで算出した値。
　ただし、内蔵フラッシュメモリの使用可能領域は、ご使用状況により変動する場合があります。

本の出し入れも簡単。本棚から探す手間がかかりません。

1台に小説なら約10,000冊、コミックなら約250巻保存可能。
いつでも好きな本がすぐ読める！

高画質Webカメラで
ビデオ通話も楽しめる

「東芝プレイス」はこちら http://toshibaplaces.jp ※Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、YouTube、Android マーケット、Android マーケット ロゴは、
Google.Incの商標または登録商標です。　※SRS Premium Voice Pro、SRSと　 はSRS Labs, Inc.の登録商標です。
Premium Voice Pro技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
※画面はすべてハメコミ合成です。

●USB2.0×1  ●USB2.0（Mini-B）×1  ●HDMI出力端子×1
●ブリッジメディアスロット（SDメモリカード、SDHCメモリカード、
SDXCメモリカード、マルチメディアカード）×1  他

■日本語入力が快適な
　日本語入力システム「FSKAREN®」

■Officeの閲覧・編集ができる
　「シンクフリーモバイルオフィス®」

■セキュリティサービス
　 「McAfee WaveSecure  for Android Tablet」

■エンタテインメントも充実「YouTube™」「Evernote®」

（30日期間限定版）
RZ節電リモ＊

「RZ節電リモ」の節電設定画面

RZ見るナビ＊RZタグラー

※2011年8月発売予定。　※写真は本体装着時。

※ポート拡張クレードルに、
　ACアダプターは同こんしておりません。

Webカメラ（背面）Webカメラ（前面）

＊1 連続動画再生時の駆動時間。ただし、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。バッテリー駆動時間は、使用環境により異なります。　＊2 バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。

豊富なインターフェース

前面約200万画素、背面約500万画素の高画質Webカメラや、SDXC
メモリカード対応ブリッジメディアスロット、USBコネクタ、HDMI出力
端子を搭載しています。
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レグザワールド

東芝プレイス

Android™ 3.1搭載。東芝ならではの高画質、高音質、使いやすさを１０.１型タブレットに。レグザやレグザブルーレイとつながり、楽しみが広がる。

〈
変
換
処
理
前
〉

〈
変
換
処
理
後
〉

10.1型高精細1,280×800ドットTFTカラーLED液晶を搭載。ハイビジョンコンテンツも美しく鮮やかに
表示します。また、本体を90度回転させると、画面の向きも自動で切り替わります。オリエンテーション
ロックスイッチにより、向きを固定させることも可能です。

■10.1型広視野角＆高精細LED液晶（省電力LEDバックライト）

ソフトウェア上で鮮鋭感をアップする、東芝ならではの「レゾリューション
プラス」機能により、さまざまな映像をより美しい画質で楽しめます。

■鮮鋭感を上げてより美しく「レゾリューションプラス」
センサーが外光環境を検知して、メリハリのある鮮やかな映像に自動
調整。日差しの中でも見やすさを向上します。

■太陽光の下でも見やすい「Adaptive Display」

機能OFF 機能ON

フレッシュグリーンラズベリーピンク

バッテリパック61AD

オプションのバッテリーを予備として携行すれば、
旅行時なども安心です。

テンキー、QWERTYキーでの
フリック入力だけでなく、手書き
を使用した入力が可能です。
複雑な文字も認識します。

便利で安心なソフトを搭載

※効果をわかりやすくしたイメージです。

高画質 高音質 すぐれた基本性能と機動性

レグザタブレットには、購入した書籍
を閲覧できる「ブックプレイスリー
ダー」を搭載。さらに、東芝独自の
音声読み上げソフトと組み合わせて
利用することで、自然で高音質な
音声でも楽しめます＊。読み上げる
音声の性別やスピードもお好みで
調整可能。本を取り出せない混雑
した電車の中でもイヤホンを通して
書籍を聴いたり、お子様への読み
聞かせにも活用できます。

［上側面部］

［下側面部］

［前面］ ［背面］［右側面部］［左側面部］

③

②

②
④
⑤

⑥

⑦

■インターフェース

⑬ ⑭

⑧⑨ ⑩ ⑪⑫

①

（　　 　　 ）
①カバーロック
②スピーカー　
③ドッキングポート
④電源スイッチ
⑤音量ボタン

⑥オリエンテーションロックスイッチ
⑦ブリッジメディア
　スロット
⑧電源コネクタ
⑨マイク入力/ヘッドホン出力共通端子

⑩USB2.0コネクタ
⑪HDMI出力端子
⑫mini USB コネクタ
⑬Webカメラ（前面）
⑭Webカメラ（背面）

SDメモリカード
SDHCメモリカード
SDXCメモリカード 他 

前面（装着例）

背面

小型薄型スピーカーで出にくい
低域や高域の音を適宜補正する
ことで、より原音に近い音質を
実現。高音質で楽しめます。

■スピーカーの音質を向上「Audio Enhancer」

騒音など周囲がうるさい環境でも、雑音に埋もれたコンテンツ成分
を強調することで聴きとりやすい音質に自動調整します。

デュアルコアによる高い処理能力、NVIDIAならではの
優れたグラフィックス性能により、動画再生も滑らかです。

■騒音の中でも聴きとりやすい「Noise Equalizer」

雑音環境下でのVoIP通話でも、より明瞭な音声通話を
実現。また、より広がりのあるサウンドが楽しめます。

■高品位な音声とサウンド体験
　「SRS Premium Voice Pro™」

■「NVIDIA® Tegra™ 2」搭載

■スピーディーな充電が可能。
　約3.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）＊2

■持ちやすい背面ラバー仕上げ

■連続動画再生時最大約7.0時間＊1の長時間
　バッテリー駆動。バッテリー交換も可能

◀インターフェース：
　 HDMI出力端子×1、
　 USB2.0×2、
　 ヘッドホン出力端子×1、
　 電源コネクタ×1

■豊富なインターフェースを搭載

前面：約200万画素 背面：約500万画素

レグザタブレットから新しい楽しみがつぎつぎと生まれる。

便利なUSBコネクタや大容量SDXCメモリカード対応ブリッジメディアスロット
を搭載。PCに保存された写真や映像などをタブレットで閲覧して楽しめます。

テレビの視聴スタイルを劇的に変える「レグザApps
コネクト」に対応。専用アプリ「RZタグラー」を使えば、
レグザを直感的に操作したり、録画番組の情報を他のユーザーと共有する
ことができます。また、「RZ見るナビ」で離れた部屋にいながらホームネット
ワーク上にある機器どうしを操作したり、「RZ節電リモ」で電力使用予想量に
合わせてレグザの節電モードを自動で切り替えることもできます。

レグザタブレットは、液晶テレビ「レグザ 」やハイビジョンレコーダー
「レグザブルーレイ」、PC「ダイナブック」などと連携。「レグザApps
コネクト」や「東芝プレイス」によって映像や音の新しい楽しみ方を
つぎつぎともたらし、利便性やエンタテインメント性あふれる「レグザ
ワールド」を堪能できます。

＊ 音読に対応していない書籍もあります。

※接続用のケーブルは本体に付属しておりませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要です。
※すべての映像機器との接続を保証するものではありません。

＊ Android マーケット™ よりダウンロードにて対応。
※「レグザAppsコネクト」に関する詳しい情報は東芝レグザの
　ホームページをご覧ください。

お好みのカラーでスタイルアップ。標準の
バックカバーと同様のラバー仕上げで、
グリップ感にすぐれ、手に持っても滑りにくく
安心です。

クレードルに本体を装着して、キー
ボードやマウス（別売）をつなげば、
PCのようにも使えます。また、装着
したまま充電も行えます。

「読む」楽しみが、どんどん深まる すぐれた拡張性「つながる」楽しみが、どんどん広がる オプション＆周辺機器「オプション」で、自分らしくブックプレイス

■オプション
製　品　名 型　番

レグザタブレットAT300バックカバー
（赤紫）ラズベリーピンク　注1）
レグザタブレットAT300バックカバー
（若草色）フレッシュグリーン　注1）
バッテリパック61AD　注2）
ACアダプター
ポート拡張クレードル

PABKC001

PABKC002

PABAS243
PAACA029
PAAPR009

注1 2011年8月発売予定。
注2 バッテリーパックは消耗品です。
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。
（2011年7月現在）

電子書籍の購入は「ブックプレイス」へ

「ブックプレイス」は「東芝プレイス」内にオープンした
電子書籍ストアです。レグザタブレットのホーム画面の
アイコンをタップするだけでアクセスでき、いつでも
簡単に好きな電子書籍を購入できます。

購入した電子書籍は、最大3台まで、さまざまなデバイス
で楽しむことが可能。PCの大画面でも、スマートフォン
でも楽しめます。

■「ブックプレイス」には、約25,000冊＊の書籍をご用意

■購入した書籍はPCでもスマートフォンでも楽しめる

＊ 2011年7月現在。

10.1型ワイド画面で読みやすい。
ワイド画面だから、雑誌を見開き表示＊で楽しめる！

＊ 見開きに対応していない書籍もあります。

HDMI接続で大画面出力。
タブレットの映像や書籍を
液晶テレビで楽しめる

「レグザAppsコネクト」で、
レグザやレグザブルーレイとつながる

電子書籍を自然な音声で読み上げ。
電子書籍を耳からも楽しめる！

USBやSDメモリカードで画像・動画共有

レグザタブレットとリビングの液晶テレビをHDMIケーブル1本でつなぐ
だけで、タブレットのコンテンツを迫力の大画面でたっぷり楽しめます。

高速無線LAN対応IEEE802.11b/g/n、Bluetooth®Ver.2.1＋EDR搭載。
Webもメールもワイド画面でいつでもどこでも楽しめます。

ワイヤレス通信

2色のバックカバー ポート拡張クレードル

交換できるバッテリーパック。
さらなる長時間駆動を実現

※内蔵フラッシュメモリの使用可能領域を約10GBとし、小説1冊を約1MB、コミック1巻を約40MBで算出した値。
　ただし、内蔵フラッシュメモリの使用可能領域は、ご使用状況により変動する場合があります。

本の出し入れも簡単。本棚から探す手間がかかりません。

1台に小説なら約10,000冊、コミックなら約250巻保存可能。
いつでも好きな本がすぐ読める！

高画質Webカメラで
ビデオ通話も楽しめる

「東芝プレイス」はこちら http://toshibaplaces.jp ※Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、YouTube、Android マーケット、Android マーケット ロゴは、
Google.Incの商標または登録商標です。　※SRS Premium Voice Pro、SRSと　 はSRS Labs, Inc.の登録商標です。
Premium Voice Pro技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
※画面はすべてハメコミ合成です。

●USB2.0×1  ●USB2.0（Mini-B）×1  ●HDMI出力端子×1
●ブリッジメディアスロット（SDメモリカード、SDHCメモリカード、
SDXCメモリカード、マルチメディアカード）×1  他

■日本語入力が快適な
　日本語入力システム「FSKAREN®」

■Officeの閲覧・編集ができる
　「シンクフリーモバイルオフィス®」

■セキュリティサービス
　 「McAfee WaveSecure  for Android Tablet」

■エンタテインメントも充実「YouTube™」「Evernote®」

（30日期間限定版）
RZ節電リモ＊

「RZ節電リモ」の節電設定画面

RZ見るナビ＊RZタグラー

※2011年8月発売予定。　※写真は本体装着時。

※ポート拡張クレードルに、
　ACアダプターは同こんしておりません。

Webカメラ（背面）Webカメラ（前面）

＊1 連続動画再生時の駆動時間。ただし、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。バッテリー駆動時間は、使用環境により異なります。　＊2 バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。

豊富なインターフェース

前面約200万画素、背面約500万画素の高画質Webカメラや、SDXC
メモリカード対応ブリッジメディアスロット、USBコネクタ、HDMI出力
端子を搭載しています。

10497772.indd   2 11.7.9   7:02:41 PM



タブレット
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本カタログ掲載の製品の価格には、配送費などは含まれておりません。

※画面はハメコミ合成です。

Android™ 3.1搭載
10.1 型ワイド（16：10）

その先にある楽しみへ。
Android  3.1搭載レグザタブレット、誕生。

管理番号 PC-651 C  1107340（1）DNP

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」などを
よくお読みください。

このカタログの記載内容は2011年7月現在のものです。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費などは含まれておりません。

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、「夏モデルPC総合カタログ（2011.5）」をご覧ください。

通 話 料
お客様負担

デジタルプロダクツ    サービス社　
デジタルプロダクツ＆サービス第一事業部
〒105-8001  東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

●本カタログに掲載されている会社名およびサービス・製品の名称は、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。●Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、YouTube、Android マーケット、Android マーケット ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標
です。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴ、Powered by NVIDIAロゴは、米国NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Maltimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。
●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。●SRS Premium Voice Pro 、SRSと　  はSRS Labs, Inc.の登録商標です。 Premium Voice Pro技術は、SRS Labs,Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。●FSKAREN®は、富士ソフトの
登録商標です。●ThinkFree Mobile Office®の名称およびロゴは、Hancom Inc（HNC）.が使用権許諾を受けている登録商標です。●Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee,Ink.または
その関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。●PrinterShareは、Printer Anywhere Inc.の登録商標または商標です。●Adobe、Flash、Adobe Flash Playerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の
商標または登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■フラッシュメモリの容量を
いっぱいまでご使用になりますと、本製品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えますので、あらかじめご了承ください。■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。■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ディスク容量は、
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（フラッシュメモリ、液晶ディスプレイなど）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://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■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。■廃棄/譲渡する前に、本製品を購入時の状態に戻して、データ消去することをおすすめします。データ消去（初期化）の方法は、製品に付属の各種説明書をご覧ください。■本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。■本製品を廃棄する場合は、
お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。■貴重な資源を守るために、不要になったバッテリーパックは廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。その場合、
ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってください。バッテリーパック（充電式電池）の回収・リサイクルについてのお問い合わせ先は、一般社団法人 JBRC（http：//www.jbrc.com）です。■本カタログに記載されている数値および表記は2011年7月現在のものです。

※1. プレインストールされているプラットフォームのみサポートいたします。　※2. ネットワークのドメイン参加をすることはできません。　※3. メモリの
増設はできません。　※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. 横表示の場合。　※6. 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。　※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。拡張
表示機能（デュアルディスプレイモード）は使用できません。　※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. フラッシュ
メモリの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　※10. 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。　※11. 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。　※12. 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。　※13. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。　※14. サンプリングレートはソフト
ウェアによって異なります。　※15. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。　※16. 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。　※17. 市販のUSBケーブル（USB 2.0準拠 Mini-B（5ピンタイプ））が必要です。USBホスト機能には対応しておりません。　※18. 4極ミニ
ジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッド
セットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。　※19. バッテリーパックは消耗品です。　※20. 連続動画再生時の
駆動時間。ただし、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。　※21. 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。
※22. 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・地域でご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。　※23. 本体起動後、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。　※24. 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。　※25. バッテリーパック以外の主な付属品は含み
ません。　※26. 海外保証（制限付）の対象外であり、修理は日本国内のみのサポートとなります。

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、
エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カザフスタン、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、
コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セルビア、タイ、チェコ、
チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、フランス、
ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、モナコ、モロッコ、
ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア、韓国、台湾、日本、香港

■ハードウェア仕様

SDメモリカード （※2）（※4）（※5）
SDHCメモリカード（※3）（※4）（※5）
SDXCメモリカード（※4）（※5）
マルチメディアカード（※6）

メモリカード（※1） 最大容量
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. 市販のアダプターを接続することで、miniSDメモリカード、microSDメモリカードも使用できます。
※3. 市販のアダプターを接続することで、miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードも使用できます。
※4.   著作権保護技術CPRMには対応しておりません。　※5.  SDIOカードには対応しておりません。
※6.  SecureMMCには対応しておりません。

モデル名／型番
Android™ 3.1（※1）（※2）
NVIDIA® Tegra™ 2

1.0GHz
2コア
1MB

1GB（オンボード）/1GB（※3）
DDR2-533対応 SDRAM

0スロット（空きスロット×0）（※3）
タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶

（広視野角/省電力LEDバックライト）、1,280×800ドット（※4）（※5）

最大1,280×800ドット（※5）（※6）（※7）/1,677万色（※8）

静電容量式タッチパネル
オリエンテーションロックスイッチ、音量ボタン 他
16GBフラッシュメモリ（eMMC対応）（※9）

約3GB
IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※11）

Bluetooth® Specification Ver.2.1+EDR準拠（※12）
ステレオスピーカー、モノラルマイク

1スロット
●HDMI出力端子×1（※6）　●USB2.0×1（※16）　●USB2.0(Mini-B)×1（※17）
●マイク入力/ヘッドホン出力共通端子（3.5mmΦ4極ミニジャック）×1（※18）

本体前面（有効画素数 約200万画素）×1、本体背面（有効画素数 約500万画素）×1
リチウムイオン（バッテリーパック）（※19）

約7.0時間（※20）（※21）
約3.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）（※21）

AC100V～240V、50/60Hz（※22）
約6W（30W）

温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）（※24）
約177.0（幅）×273.0（奥行）×15.8（高さ）mm

約765g
●ACアダプター  ●電源コード  ●取扱説明書  ●保証書  ●バッテリーパック（本体装着済み） 他

あり（1年）: 海外保証（制限付）は対象外（※26）

プラットフォーム

プロセッサ

メモリ

表示機能

入力装置

補助記憶装置

通信機能

サウンド機能（※13）（※14）
ブリッジメディアスロット（※15）

インターフェース

Webカメラ

電源

標準消費電力（※23）（最大）
環境条件
外形寸法（突起部含まず）
質量（※25）
主な付属品
保証

バッテリー
　駆動時間
　充電時間
ACアダプター

内蔵フラッシュメモリ
　ソフトウェア占有量
無線LAN（※10）
Bluetooth（※10）

ポインティングデバイス
ワンタッチ操作ボタン

動作周波数
コア数
キャッシュメモリ
標準
仕様
メモリ専用スロット

ディスプレイ

解像度/
表示色

外部ディスプレイと同時表示
（HDMI接続）（オプション）

■ソフトウェア

■ブリッジメディアスロット仕様

■無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

インターネット/
通信

オフィスアプリケーション

日本語入力システム
プラットフォーム

実用

マルチメディア

その他
ユーティリティ

インターネット閲覧

メールソフト

Messaging

インターネットサービス

ファイル管理

Market

地図

電子書籍

レグザAppsコネクト

プレーヤー

映像処理

サウンドレコーダー

音声処理

静止画管理

サポート

音声検索
電卓
ウイルス検索・駆除
住所録
アラーム
カレンダー
PDFファイル表示
プリント機能 他

Android™ 3.1　注1）
FSKAREN®
Android™ プラットフォーム標準ブラウザ
メール
Gmail™
Google トーク™
Evernote®
YouTube™
シンクフリーモバイルオフィス®
TOSHIBA File Manager
Android マーケット™
東芝プレイス
モバイル版 Google マップ
Google ストリートビュー™
ブックプレイスリーダー
マガストア
RZタグラー　注2）
TOSHIBA Media Player
TuneWiki Social Music Player
音楽
Adobe® Flash® Player
レゾリューションプラス
Adaptive Display
音声レコーダー
SRS Premium Voice Pro™
Audio Enhancer
Noise Equalizer
カメラ
ギャラリー
Google 音声検索™
電卓
McAfee WaveSecure for Android Tablet（30 日期間限定版） 注3）
連絡先
アラーム
カレンダー（Google カレンダーと連動）
Adobe® Reader®
PrinterShare® - Mobile Print
TOSHIBA Service Station
オンラインマニュアル
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AT300/24C

注1 Android™ プラットフォームについてのサポート情報は、http://dynabook.com/assistpc/tab/index_j.htmをご覧く
ださい。Android™ プラットフォームに関する一般的なお問い合わせは、東芝PC あんしんサポートでお受けします。
注2 レグザAppsコネクトに関するご相談は「RDシリーズサポートダイヤル［ナビダイヤル（通話料お客様負担）：
0570-00-0233］」までお問い合わせください。PHS・一部のIP電話などでは、ご利用になれない場合があります。［受付時間］
365日／9：00～18：00（12：30～13：30は休止）インターネットからはhttp://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/contact/を
ご覧ください。　注3 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。　※プレインストール
ソフトは市販の製品とソフト内容、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。

★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に関しましては、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。

AT300/24C／PA30024CNAS

■無線LAN（IEEE802.11b/g/n準拠）、Bluetooth®対応地域  2011年7月現在

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。　※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://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.htmlをご覧ください。

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。2.4GHz帯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、工場の製造ラインなど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。 

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。

2.4 DS/OF  4
無線LAN

2.4 FH  1
Bluetooth®

○：プレインストール

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。

本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。

Android  ３.１搭載、１０.１型レグザタブレット。
あなたの毎日に、新しい快適さを。
And ro id™  3 . 1搭載タブレット「レグザタブレットAT300 /24C」、誕生。

東芝液晶TV「レグザ」や東芝PC「ダイナブック」で培った、

高画質、高音質、使いやすさを10 .1型タブレットに凝縮。

いつでも、どこでも、ネット動画やゲーム、電子書籍を快適に楽しめます。

また、豊富なインターフェースでレグザやレグザブルーレイともつながり、

映像や音の楽しみがさらに広がります。

Android™ 3.1、Adobe® Flash® Player搭載。Flashコンテンツもストレスなく楽しめます。
Google™ 参画の業界団体「OHA」により開発されたプラットフォーム「Android」の
最新バージョン3.1を搭載。最近使ったアプリケーションリストを最大19件まで表示
できたり、ウィジェットのサイズ変更も可能になりました。さらに、多様なUSB接続の
周辺機器をサポートするなど、機能がより強化されています。また、Adobe® Flash® 
Playerも搭載しているので、Flashコンテンツが快適に楽しめるのはもちろん、
さまざまなWebサイトをスムーズに閲覧できます。

「東芝プレイス」はこちら http://toshibaplaces.jp

※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。

※画面はすべてハメコミ合成です。
※Google トーク™をご使用いただくには、Google アカウントが必要です。

サポートプレイス アクセサリープレイス アッププレイス ブックプレイス

ビデオプレイス ゲームプレイス ショッピングプレイス ミュージックプレイス

東芝プレイス

（Google トーク™）
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