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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。■画面はハメコミ合成です。■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。■記載のメモリ容量は、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。■記載されている数値および表記は2012年5月現在のものです。

本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。

■ハードウェア仕様

■インターフェース ■オプション

モデル名／型番
プラットフォーム

CPU

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）
メディアスロット（※14）
インターフェース

Webカメラ

あり（1年）：海外保証（制限付）は対象外（※26）
●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他

約590g
約260.6（幅）×178.9（奥行）×9.0（高さ）mm

温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）（※24）
約4W（10W）

AC100V～240V、50/60Hz（※22）
約5.0時間（電源OFF時）（※20）（※21） / 約8.0時間（電源ON時）（※20）（※21）

約10.0時間（※19）（※20）
リチウムイオンポリマー（※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

●USB2.0（micro-AB）×1（※15）（※16）　●ヘッドセット／ヘッドホン端子（3.5mmΦミニジャック）×1（※17）　●micro HDMI出力端子×1（※6）
SDカードスロット×1（SDXC 64GB対応）
ステレオスピーカー、モノラルマイク

Bluetooth® Specificaion Ver.3.0（※12）
IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※11）  （3G非搭載）

約3GB
16GB フラッシュメモリ（eMMC対応）（※9）

マルチファンクションスイッチ、音量ボタン 他
静電容量式タッチパネル

最大1,280×800ドット（※5）（※6）（※7）/ 1,677万色（※8）
タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー IPS液晶（広視野角/省電力LEDバックライト）、1,280×800ドット（※4）（※5）

1GB（オンボード）（※3）
1MB

NVIDIA®4-PLUS-1™ モバイル用クアッドコア
1.30GHz

NVIDIA® Tegra® 3 モバイルプロセッサ
Android™ 4.0（※1）（※2）

GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサーセンサー

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
ワイヤレス通信（※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
容量
ディスプレイ
外部ディスプレイと同時表示（HDMI接続）（オプション）

AT500/26F／PA50026FNASA

※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micro 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. 詳細はhttp://dynabook.com/pc/catalog/regza_t/1205cmn/chuui.htmを
ご覧ください。　※15. 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。　※16. 市販のUSBケーブル〔USB 2.0準拠 micro-A（5ピンタイプ）または、micro-B（5ピンタイプ）〕が必要です。　※17. 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。　※18. 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。
バッテリーの交換は、保証期間内でも有料になります。　※19. 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。　※20. 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。　※21. 付属のACアダプター使用時の時間です。　※22. 付属のACアダプターは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。　※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. 本体のみ。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。

記載内容は2012年5月現在のものです。

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。掲載の料金はすべて税込です。

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、
http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm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）

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。

製　品　名 型　番

ACアダプター  注）

ポート拡張クレードル

PAACA033

PAAPR013

［上側面部］

［下側面部］

［前面］

［背面］

［右側面部］［左側面部］

①
②

③

⑨ ⑨⑩

④

⑤
⑥
⑦

⑧

⑫⑪

①電源スイッチ
②マルチファンクションスイッチ＊

③音量ボタン
④Webカメラ（前面）
⑤ヘッドセット/ヘッドホン端子
⑥micro HDMI出力端子
⑦micro USB コネクタ
⑧SDカードスロット
⑨スピーカー
⑩ドッキングポート
⑪Webカメラ（背面）
⑫Webカメラフラッシュライト

＊ 画面の自動回転をON/OFFできるスイッチですが、設定によって、ミュート（消音）やハードウェアボタンロックのON/OFF切り替えスイッチにもなります。

注）電源コードが付属されています。

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。（2012年5月現在）

〔充電できるポート拡張クレードル〕

AT500（装着例／前面）

電源コネクタ
ヘッドホン出力端子

HDMI出力端子
USB2.0コネクタ×2

AT500（装着例／背面）

Android™ 4.0搭載 
レグザタブレット、誕生。

W i - F i 通 信 専 用タブレット

（au専用モデル）

〈REGZA Tablet AT500/26F（PA50026FNASA）〉



指先ひとつで、見る、さがす、あそぶ、読む。
軽量＆コンパクト。
約10時間駆動の10.1型タブレット

高画質・高音質技術を搭載
映像がキレイ
東芝液晶テレビ「レグザ」で培った高い映像技術を投入。動画やハイ
ビジョンコンテンツまで、美しく色鮮やかに映し出します。また、
解像度の低い映像をより鮮明に表示したり、外の日差しの中でも
見やすくするなど、独自の技術が生かされています。

音がいい
東芝ノートPC「dynabook」で培ったサウンド技術を投入。限られた
スペースを有効活用し、小型薄型スピーカーながら、厚みのある
高音質ステレオサウンドを創出します。また、騒音や雑音の多い
環境でも、明瞭で聴きとりやすいサウンドや音声通話が楽しめます。

Android™ 4.0を搭載。新しいユーザーインターフェースによって、快適な
操作性を実現します。

1 Android™ 4.0搭載

斜めから見ても色の変化が少ないIPS液晶パネル採用。家事などを
しながら使用する場合でも、鮮明な映像で楽しめます。

2 10.1型ワイド広視野角IPS液晶

室内はもちろん外出先でも、バッテリーの残量を気にせず、長時間
安心して使用できます。

＊1 連続動画再生時のバッテリー駆動時間。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。　＊2 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。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料になります。

3 約10時間  の長時間バッテリー駆動

高い処理能力と優れたグラフィックス性能を兼ね備えながら、低消費
電力を実現する最新のCPUを搭載しています。

4 クアッドコア「NVIDIA® Tegra® 3」搭載

お気に入りの場所でテレビが見られる
レグザタブレットならレグザ＊3やレグザブルーレイ／レグザサーバー＊3と連携して、
録画した番組や放送中の番組を、ご自宅のお好きな場所で楽しむことが可能です。

レグザ＊3やレグザブルーレイ／レグザサーバー＊3に録画した番組
を、レグザタブレットで視聴できます。また、録画番組のシーン頭
出し情報を全国のユーザーと共有できる「タグリストシェア」や
Twitterにも対応し、番組やシーン単位でのツイートが可能です。

録画番組を見る録画番組を見る
RZプレーヤー

リビングのレグザ／
レグザブルーレイ／
レグザサーバー＊3

ベランダの
レグザタブレット

レグザブルーレイ／レグザサーバー＊3で受信している
放送中のテレビ番組をライブ配信して、レグザタブレット
で視聴できます。また、視聴中の番組に関するTwitter
のタイムラインを見たり、ツイートも可能です。

放送中の番組を見る放送中の番組を見る
RZライブ＊4

リビングの
レグザブルーレイ／
レグザサーバー＊3

キッチンの
レグザタブレット

レグザブルーレイ／レグザサーバー＊3に録画した
番組を、レグザタブレットにダビング可能。また、
RZプレーヤー同様に「タグリストシェア」やTwitter
に対応しています。

録画番組を持ち出す録画番組を持ち出す
RZポーター＊5

リビングの
レグザブルーレイ／
レグザサーバー＊3

外出先の
レグザタブレット

＊1 ＊2

＊3 専用アプリケーション対応のレグザ、レグザブルーレイ／レグザサーバー。対象機種以外ではご利用になれません。著作権保護されたコンテンツのみの
対応となります。ホームネットワーク（無線LAN）で接続している必要があります。　＊4 対応機器のチューナーで視聴可能な映像のみの対応となります。
＊5 番組をダビングするには、あらかじめ対応機器にて「持出用タイトル」などを作成しておく必要があります。ダビングすると、録画番組のコピー可能回数が
1減ります。コピー禁止番組の場合、ダビングされた番組はタブレット側に移動し、ダビング元の機器から消去されます。タブレットなどヘダビングした録画
番組は、元の録画機などへコピーや移動はできません。　※機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を
保証するものではありません。　※すべての画面はイメージです。予告なく画面や仕様が変更となる場合があります。　※Twitterのご利用にはTwitter社へ
のユーザー登録が必要です。　※ツイート（Twitterへの書き込み）などお客様のTwitterサービスのご利用には、Twitter社のサービス利用規約およびその
他の規約が適用されます。　※お客様のツイートは、Twitter社の利用規約に基づき、削除される可能性があります。　※Twitter社の方針により、同社の
サービスが中断または終了する可能性があります。この場合、既存のツイートが抹消される可能性があります。
各アプリケーションおよび対応機器の詳細については、http://apps.toshiba.co.jp /でご確認ください。

【インターネットの接続について】 各サービスのご利用には「IS-netコース（315円/月）」または「au.NET（525円/月）」のご加入が必要です。
【アプリのインストールについて】 お客さまご自身でインストールされるアプリおよびそれに起因するすべての不具合については保証の対象外となり
ます。アプリによっては、悪意ある攻撃によりお客さまのタブレットの動作が不安定になる、不正行為にさらされる可能性があります。このため、アプリの
提供元および動作状況について十分にご確認のうえご利用をお願いいたします。
【アプリご利用時のご注意】 ※アプリダウンロードコンテンツには別途通信料・情報料が発生します。アプリ等によってはお客さまが操作していない場合
でも通信を行うことがあります。　※機種によりご利用になれるアプリは異なります。　※アプリのダウンロードを行う場合、アプリサイズの5倍の本体空き
容量が必要となります。　※ダウンロードしたアプリ（一部のアプリ除く）は、サービス解約後に自動的に消去され、ご利用いただけません。　※各アプリは
予告なく終了する場合、または内容が変更になる場合があります。
【auスマートパスご利用時のご注意】 ※auスマートパスご利用以前からご利用の一部アプリはご加入後に月額課金（継続課金）の引き継ぎ・解約が
必要な場合があります。　※一部アプリ（楽曲など）は、別途有料となる場合があります。

auスマートフォンとau ID連携で、タブレットが楽しく、便利に！
auオリジナルアプリケーション・ショートカットがインストールされているので、auオリジナルの多彩なアプリをご利用いただけます。

「安心」も「楽しい」も「おトク」も全部入り！

情報料：390円／月 会員登録必要

世界で話題の大人気アプリ
やいつもなら高価で手が出
ないアプリが取り放題です。

楽曲ごとの購入手続きやダウンロードの時間は
不要。聴きたい曲を選べばすぐに再生できます。

最新リリースや豊富な音楽ジャンル・年代別ヒ
ットソングなどが思う存分聴けます。

■アプリ取り放題
コンビニやWEBショッピング
で使えるおトクなクーポンなど
が盛りだくさん。賢く使いこな
せば、auのポイント
も貯まります。

■クーポン＆ポイント
高画質で撮った写真データを
「au Cloud」でネット上に保存
することが可能。保存
した写真は、家族や
友人と共有できます。

■写真保存＆シェア

ウイルス対策や
電話サポートも
バッチリで安心

幅広いジャンルの映画やドラマ、アニメなど人気作品が見放題！

見放題プラン 情報料：590円／月 申し込み必要

■人気作品が見放題！さらに毎月新作が楽しめる ■外出先ではスマホで。ご自宅では
　タブレットでゆっくり楽しめる！

ご自宅で

外出先で

Wi-Fi HOME SPOT
au Wi-Fi SPOT＊

映   画 ドラマ アニメ

約100万曲が月額制で聴き放題！
情報料：1,480円／月

■楽曲を選んですぐに再生 ■新しい楽曲に出会える

auスマートフォン
ご利用の方のみ
月額情報料が
最大2週間
   無料★！

ご自宅も、国内も、海外も、
これ１つでOKの専用アプリ！

au Wi-Fi接続ツール ■接続は簡単！

auスマートパス
会員なら見放題
プランが2週間
  無料★！

パスワードの入力は不要。3ステップのかんたん設定。
❶ウィジェットの
　「au Wi-Fi
　  接続ツール」
　 をタップ

❷選ぶ ❸設定完了

（au Wi-Fi SPOTの場合）＊ 利用規約に同意が必要です。※国内や海外での設定方法は機種により異なります。

アプリの利用や機能の制限ができるので、お子さまのご利用にも安心！
安心アプリ制限

見放題プランにご加入なら、レンタルチ
ケット対象作品の中から毎月1作品、お楽
しみいただけます。（作品単体でのご購
入およびauポイントの利用も可能です）

■ 東芝プレイス

■便利なアプリが充実

メール、Web：「見る」「読む」「書く」も快適

Google トーク™：相手の顔を見ながら電話できる

 YouTube™：キレイな動画を手軽に楽しむ

Webカメラ／Skitch：撮った写真を加工して共有できる

 Google プレイス™／Google マップ ナビ™：行きたいところへナビしてくれる

 シンクフリーモバイルオフィス®：Officeの閲覧・編集ができる

話題のアプリや
電子書籍が購入できる
東芝のオリジナルストア

※アプリのダウンロードには、本体の空き容量が20MB必要となります。 　※ストリーミングサービスのため、配信された音声や映像の
保存はできません。　※レンタル対象作品については、視聴可能期間がございます。
★：サービス加入2週間後より、情報料が必要となります。無料期間終了後の情報料は自動的に日割りでのご請求となります。

※ストリーミングサービスのため、楽曲の保存はできません。また、通信が不安定な場所では、楽曲の再生に時間がかかる場合があります。
★：2週間情報料無料の適用はケータイPC連動設定がONのau IDでサービス利用登録する場合に限ります。ケータイPC連動設定がOFFの
au IDで登録される場合は、キャンペーンは適用されず登録日より料金が発生します。 ２週間情報料無料の適用は、本サービスの初回
入会時に限ります。2回目以降の入会時は、登録日より利用料金が発生しますのでご注意ください。また、サービス加入2週間後より、
情報料が必要となります。無料期間終了後の情報料は自動的に日割りでのご請求となります。

■制限できる内容
●インストール済みアプリの利用
●新規アプリの追加インストール
●Wi-Fi通信の利用

連携するauスマートフォンのISフラットへの加入を強く推奨します

外出先で ご自宅で

詳しくはauホームページをご確認ください。

新作ラインナップ

クーポン

ポイント


