■ソフトウェア

■オプション

★印のソフトウェアのみ、
当社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、
ソフトウェア製造元各社で

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標準価格を定めておりません。
（2019年1月現在）

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。
○…プレインストール ▲…プレインストール
（セットアップが必要）
OS

Windows 10 Pro 64ビット
★
Microsoft Edge
★
★
Internet Explorer 11
i-フィルター® for マルチデバイス
（30日版） 注1）注2）
注2）注3）
ウイルスバスター クラウドTM 90日版
注4）★
デバイスアクセスコントロール V3
★
ハードディスクデータ消去機能
Windows Media Player 12
★
★
PC引越ナビ
dynabook リカバリーメディアクリエーター 注5）★
注6）★
TruNote
★
TruNote Share
★
TruCapture
★
TruRecorder
★
TruNote Clip
ソフトウェアアップデート ★
dynabook
サポート
サービスステーション 診断ツール
★
ユーザー登録
★
dynabook お客様登録
PC基本情報表示
★
dynabook システム情報
環境設定
★
dynabook セッティング ecoユーティリティ

インターネット／ インターネット閲覧
通信
Webフィルタリング
ウイルス検索／駆除
セキュリティ
デバイス管理機能
データ消去
マルチメディア プレーヤー
データ移行
リカバリーメディア作成
手書きノートアプリ
実用
ノート共有アプリ
カメラアプリ
ボイスレコーダーアプリ
クリッピングアプリ
その他
ユーティリティ

S80
○
○
○
▲
▲
−
○
○
▲
−
○
○
○
○
○
−
−
○
○
−

VC72
○
○
○
▲
▲
▲
○
○
▲
▲
○
○
○
○
○
▲
▲
○
○
○

D83
○
○
○
▲
▲
▲
○
○
▲
▲
○
○
○
○
○
▲
▲
○
○
○

注1）
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。一部の通信ソフトウェアや他の
フィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注2）体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、
機能に制限がある場合があります。 注3）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、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは
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まったく
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4）
スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。 注5）
USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 注6）
ご使用いただける

製 品 名
注1）
ACアダプター(約215g)
アクティブ静電ペン
注2）
アクティブ静電ペン用替え芯セット
充電式アクティブ静電ペン本体
充電式アクティブ静電ペンUSB Type-C™アダプタ
USB光学式マウス
USBキーボード（dynabook Tab S80用）
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ L
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3
薄型・軽量キーボード

S80
−
−
−
−
−
○注3）
○
−
−
−

型 番
PAACA047
PADPN004
PADPN004-1
PA5342N-1PEN
PA5343N-1DNG
PAMOU005
PAUBK001
PAUAD002
PA5281N-1PRP
PA5334N-1JPM

VC72
○
○
○
○
○
○
−
○
○
−

D83
○
−
−
○
○
○
−
○
−
○

海外で無線通信機器を使用する場合は、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®に関するご注意
本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz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

無線LAN
2.4 DS/OF 4
（表示例）

プレゼンテーションツール
メール・情報管理

Microsoft Word 2019
Microsoft Excel 2019

Microsoft PowerPoint 2019
Microsoft Outlook 2019

＊初回起動時にライセンス認証が必要となります。

（表示例）

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、営業担当までお問い
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。 ※W52/W53は、
電波法令により屋外では使用できません。 ※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。

対応メモリカード
（※1）
microSDメモリカード
microSDHCメモリカード
microSDXCメモリカード

HID

PAN

SPP

OPP

DUN

HCRP

HFP

A2DP

AVRCP

HOGP

GAP

SDAP

GAVDP

GATT

ScPP

■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

■ SDカードスロット仕様（最大容量）
モデル名

豊かな未来をお届けします。

Bluetooth®
2.4 FH 8

※ただし、
プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

Microsoft Office Home & Business 2019＊（ストア版）
ワープロ
表計算

教育現場に新しい学びと

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

■ Bluetooth®対応プロファイル 本製品は、下記のBluetooth®プロファイルに対応しています。

D83

d y n a b o o k は、

注3）
microUSB端子で使用する場合、
市販のmicroUSB変換アダプターが必要です。 ※オプションを使用する場合に

詳細については http://home.jeita.or.jp/page̲file/20110510155841̲KMAZEPqBFb.pdf をご覧ください。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合 VC72

2in1 モバイルPC

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、光学式ドライブが必要となる場合があります。

※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ウェアは市販のパッケージ製品と
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。

Windows タブレット

注1）
本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。 注2）
本体に付属のアクティブ静電ペンと同仕様になります。

機能が限定されています。
プレミアム機能（有料）は、Microsoft Store よりご購入いただけます。
ソフトウェア内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトウェア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、

2019年1月

※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

S80

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

（※2）
（※3）
（※2）
（※3）

2GB
32GB

保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。 ※3.microSDIO

（※2）
（※3）

256GB

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、著作権法を遵守のうえ、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。

■外付けスピーカーに関するご注意
●本製品にUSBまたはBluetooth®接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため、
プレーヤー

メモリカードには対応していません。

ソフトを使用できません。

■指紋センサーに関するご注意
●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷が
あったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）
。●指紋認証技術は、
データやハードウェアの
完ぺきな保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関しても、いっさいの
責任は負いかねますので、
ご了承ください。

■USB接続の外部ディスプレイに関するご注意
詳しくはこちらのカタログもご覧ください。

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、
著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされる
ことにより、
プレーヤーソフトなどのアプリケーションが動作しなくなることがあります。
これらのアプリケーションを
使用される場合は、
USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

ビジネスノートPCカタログ
（2019年1月）

■磁石に関するご注意
●USBキーボード
（オプション）や薄型・軽量キーボード
（オプション）の一部には磁石が内蔵されていますので、心臓
ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。

●Intel、
インテル、Intelロゴ、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vProは、
アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。●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または商標です。●TRENDMICRO、
ウイルスバスター クラウドは、
トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●i-フィルターは、
デジタルアーツ株式会社の
登録商標です。●HDMI、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標です。●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。●その他の本カタログに

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。
ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

記載されている社名・商品名・サービス名などは、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。■PCのSSD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 https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■本製品に使われているプロセッサ（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

自然な書き心地の Windows タブレット、2 in1 モバイルPC

https://dynabook.com/register.html ■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。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、SSD、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に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。一般社団法人
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/page̲file/20110511155520̲FuLZW1JpDj.pdf ）■Windows10 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、
各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■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・消失する場合がございますが、
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、当社はいっさいその責任を負いませんので、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。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータや
インストールしたソフトウェアが消去される場合があります。
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・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や、
システム設定情報が初期化されることがあります。■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。■本製品に付属の取扱説明書
における使用上の注意事項に関す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。■本カタログに記載されている数値および表記は2019年1月現在のものです。

安全に関する
ご注意

〒135ｰ8505 東京都江東区豊洲5-6-15
（NBF豊洲ガーデンフロント）

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。

10.1 型

S80

12.5 型

VC72

13.3 型

dynabook あんしんサポート［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
固定電話からのご利用はこちら

0120-97-1048（

海外からのお電話や一部のIP電話などで、
いずれの電話番号もご利用になれない場合は、

携帯電話、PHSからのご利用はこちら

） 0570-66-6773
（

通話料
無料

通話料
お客様負担

通話料
） 043-298-8780
（ お客様負担
）

※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。
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、
当社の個人情報保護方針のページ
［http://dynabook.com/corporate/］
をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、
配送費、
設置調整費、
使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

ビジネスに適した Windows 10 Pro
このカタログの記載内容は2019年1月現在のものです。

管理番号 DBI-112 ©1901010（1）KP

D83

先進機能でアイデアが 活かせます。

教育現場のニーズにI CTでお応えします。

手書きノートアプリ「TruNote」をはじめとする

授業支援のための教育 I CTソリューションを豊富にご用意し、

さまざまなオリジナルアプリで、すばやく簡単に

児童生徒も先生も伸び伸びと取り組める先進的な

アイデアをかたちにできます。

学習環境作りをお手伝いします。
情報を

全機種に、
児童生徒の「考える」を
サポートする

データを

集める

分析する

Windowsタブレット、2 in 1 モバイルPCは、
ペン、
カメラ、
マイクを
有効活用できるオリジナルアプリを搭載。紙にメモする感覚で

わかりやすく

伝える

オリジナルアプリ搭載

アイデアを

創造する
考えを

まとめる

手書き入力できる
「TruNote」
を中心に、Webやホワイトボードの
内容を取り込んだり、授業や学習発言の録音、
ノートの共有など
日常的な授業に活用できます。

メモ、画像、音声などのさまざまなファイルを柔軟に活用できる手書きノートアプリ

TruNote 手書きノートアプリ（トゥルーノート）
● 紙のノートのようにアイデアやメモを手書きで残せます。

手書きのメモをテキストデータに変換するなどの作業の

● どこにメモしたか忘れても手書きですばやく検索できます。

活用できる便利なツールです。
さらに
「TruCapture」
や
「TruRecorder」
「TruNote Share」
とも連携し、文字、

dynaSchool

1

スムーズな ICT 化

3

低コストでのシステム導入

従来の授業スタイルの良さを継承し、学校や先生
の負担が少ないスムーズな ICT化を実現します。

サーバーの設置が不要で、メンテナンスの手間も
かからず、導入・運用コストを軽減できます。

● 画像や音声も
「TruNote」に自動保存し一覧表示・検索できます。
● 手書きの文字や表 、図 形を自動 整 形し 、資 料などが 効 率
よく作成できます。

画像、音声などが一体となった先進的なノート

サーバーの設置が不要でメンテナンスも簡単。
Wi-Fi 環境があれば普通教室ですぐに使える授業
支援ソフトです。手書きペンツールを標準搭載し、
画面に「書く・消す・保存する」基本機能に加え、
タブレットで撮影した画像もすぐに教材として活用

TruNote Classroom

※手書き検索は、
手書きデータを自動的に認識した結果に基づいて行われます。意図した結果と異なる場合があります。

※手書き文字と基本的図形および表の手書きデータを自動認識して整形しますが、意図した結果と異なる場合があります。

サーバーが不要で、
タブレットを同じWi-Fi アクセス

ホワイトボードや黒板の内容を撮影してデータ化できるキャプチャアプリ

TruCapture カメラアプリ（トゥルーキャプチャ）

ポイント
（同一セグメント）
に接続するだけで使用可能。
資料、写真を取り込んだり、
あらかじめTruNoteで書き
ためておいたノートを基に教材を作成でき、
授業の際には

タブレットの内蔵カメラで撮影したホワイトボードや

● 斜めから撮影して台形状になった画像を長方形に補正します。

黒板の内容、
手持ち資料などをデータ化し、
台形補正や

● 写り込んだ蛍光灯の光などを白飛び補正して見やすくします。
● 撮 影した文字をテキストに自動変 換することができます。

ことが可能です。

先生が直接デジタルノート上で指導したり、授業後の

ので簡単に使えます。
●1クラスはもちろん、数台のタブレットから参加型の授業を
始められます。
●電子黒板やプロジェクターなど既存の教室の I C T 機 器を
有効活用できます。
●手書きペ ンツールソフトでタブレットを電子黒 板として活用
できます。

●グループでの協働学習や、全員での一斉学習・個別学習
にも対応できます。
●最大 40 人までの同時接続をサポートします。
●模造紙に描きこむように、児童生徒のタブレットでデジタル
ノートを共有できます。

Pocket

生徒や先生が自分の個人フォルダに保存できます。
先生が授業の前に児童生徒のフォルダに教材を
一斉配布したり、児童生徒が保存したデータを取り

授業やグループ学習での発言を録音可能。
話し手ごとの発言も聞けるレコーダーアプリ

TruRecorder ボイスレコーダーアプリ（トゥルーレコーダー）

聞くこともできます。

●従来の I C T を利用した授業でよく使われる機能に絞っている

結果を先生の端末に回収して次の授業に活用できます。

dynaSchool シリーズで 作成されたデータを、児童

話者を識別できるので、
特定の話し手だけの発言を

計画・導入・運用・保守まで、
当社が 一括してサポートするので安心です。

児童生徒専用のデータ保存、教材の 一斉配布などに便利な個人フォルダ管理ソフト

※意図した結果と異なる表示となる場合があります。

たい」、そんなニーズに応えます。また、録音した音声

ワンストップサポート

協働学習、アクティブ・ラーニングに適したデジタルノート共有ソフト

※手書き文字の認識は、仏 MyScript社の技術を採用しています。

ファイルを教材作りにも活用できます。音声を解析して

4

手書き入力対応Windows タブレットや 2 in1モバイル
PCならではのシンプルな操作で授業が進められます。

Support

を作成できます。

「授業やグループ学習での児童生徒の発言を聞き直し

シンプルな操作

ダイナスクール

できます。

※ご使用いただける機能が限定されています。プレミアム機能（有料）
は、
Windows ストアよりご購入いただけます。

白飛び補正などによって見やすい資料に仕上げる

2

普通教室で ICTが活用できる、
タブレット対応授業支援ソフト＋手書きペンツールソフト

手書きでアイデアやメモを残す、
手書きでメモを検索する、
他に、
授業の記録をまとめたり、
資料作成や連絡帳として

シンプルで導入しやすい
学校向けICTソリューション

● 1レコードで 最大 約 3 時間の録音が 可能です。
● 録音した音声ファイルを「TruNot e」で 教 材や資料作りに
活用できます。

出したりすることも簡単に行えます。

P C やタブレットを再起動するだけで、児童生徒が
変更したデスクトップやユーザーフォルダを元の

再生できます。

環境に復元します。児童生徒が共有利用するP C・

また、録音中にマイクの方向を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。複数の話者を認識
するためには、10 分以上の録音が必要です。

タブレットに書き込んだ内容をみんなでシェアできるノート共有アプリ

TruNote Share ノート共有アプリ（トゥルーノート シェア）

可能です。
●サーバー不要で、面倒な運用の手間もかかりません。

児童生徒が使用するPC・タブレットの環境を、常に同じ状態に保てる環境復元ソフト

話し手の発言のみを

※音声ファイルは、話者の声が小さい、周囲の騒音が大きい、録音時間が短い（10 分以上の録音を推奨）
などの場合、解析

個人フォルダを作成できます。
●ワンタッチで年次更新やクラス替えの一括処理が

Recovery

● 音声解析機能で特定の

処理に誤りが生じる場合があります。 ※録音環境（騒音、
声の大きさなど）によっては、
話者識別の性能に影響します。

●児童生 徒 情報を登 録するだけで、自動的 に児童生 徒 用の

タブレットの環境を常に同じ初期状態に保つことが
できます。

● 瞬間復元を 解 除することなく、ウイルス 対 策ソフトや
Windows Update を実行できます。
●先生機からの一斉操作で児童生徒の PC・タブレットの
制御が可能です。
● Windows 8.1 以 降の新ファームウェアUEFI の PC に
対応しています。

dynabook Tab 専用 EVAケース

タブレットを衝撃から守る、学校での利活用に適したタブレット保護ケース

授業やグループ学習のとき、みんなでアイデアを練り

● ひとりの書き込みが全員の画面にすばやく反映されます。

落下などの衝撃を吸収するEVA素材を採用した

●E VA 素 材が落下などの衝撃を吸収します。

上げるのに便利なツールです。手元のタブレットを黒板

● 複数の参加者が同時に書き込むこともできます。

タブレット保護ケース。角に当たっても怪 我をしない

●ケース全体が丸みを帯びた形状で

● 直接通信（Wi-Fi® Direct モード）
ならネットワーク設定不要で

よう丸くてやわらかい形状で児童生徒に優しい設計

のように使って、ひとつの画面を参加者全員で共有し
自由に書き込むことが可能。書き込まれた内容は、
他の参加者の画面にもすばやく表示されます。

すぐに使い始められます
（ 最大 5 台まで）
。W i - F i ® アクセス
ポイント経由なら40台まで接続可能です。

です。また、
学びのスタイルに合わせてタブレットを
縦置きでも、横置きでも使用できるスタンド付きです。

適度なやわらかさがあります。
●縦置きでも横置きでも使える
スタンド付きです。

※Wi-Fi® Direct モードは、すべての機種で動作を保証するものではありません。

2

3

ICT環境の整備を段階的に無理なく、
円滑に進められます。

キーボード脱着でノートPCにも、
タブレットにも

I CT 環境の導入計画から、教育現場での具体的な運用・保守まで、

幅広い教育現場に対応する機能･性能を磨き抜き、
堅牢性も妥協しない２in1 デタッチャブル。

豊富な実績ときめ細かなノウハウでサポートします。

児童生徒の情報活用能力を高めるため、普通教室の ICT 環境整備が必要条件に。
2020年の新学習指導要領の全面実施がいよいよ迫ってきました。新学習指導要領では、

選べる2モデル

整備水準は、Stage３
（ 学びのスタイルにより 1 人1 台可動式 PC）。

情報活用能力が「学習の基盤となる重要な資質･能力」のひとつとして位置付けられ、

文 部 科 学 省で は 、新 学 習 指 導 要 領 の 全 面 実 施 に必 要 な I C T 環 境 は S ta ge 3で 、無 線

各学校でICT環境を整備し、学習活動の充実を図ることが明記されています。
また、文部

LAN環境、電子黒板に加え、授業時に1人1台の タブレットあるいは、2 in1 PCが揃った

科学省からは、ICT整備をStage 1〜4 に分けた
「普通教室のICT環境整備のステップ」

環境を推奨しています。

が示され、ICTの段階的導入と具体的な整備目標が掲げられました。

運用・保守まで無理なく円滑に進められるよう考え抜かれたノウハウが必要です。当社は長年、
ノートPCメーカーとして
教育現場のシステム導入に携わってきた実績を持ち、先生方のご要望やお悩みにお応えしてきました。
その経験から生まれたオリジナルアプリやソリューション、使い勝手に優れたノートPCやタブレット、

ステップ

タブレット本体と持ち運びに便利な薄型・軽量キーボードを

タブレット本体とさまざまな拡張性を備えたキーボードドックを組み

組み合わせました。高い機動性がさまざまな教育現場にフィット

合わせました。普通教室にはタブレットのみを持ち運び、職員室では

します。
また、手軽に拡張性を高められる便利なUSB Type-C™アダプターも付属しています。

有線 LANにつなぎ、校務に活用できます。

モバイルで高い機動性を発揮する薄型・軽量ボディ13.3型でありながら、
より薄型・軽量・コンパクトなボディを実現
■薄型・軽量マグネシウム合金ボディ

大きく見やすい13.3型液晶ディスプレイを搭載しながら、
よりコンパクトで薄型･軽量を実現しました。

軽く薄く、
しかも堅牢性に優れたマグネシウム合金素材

また、約10.0時間＊1のバッテリー駆動で、校外学習にも安心して持ち出せます。

を採用することで、
ボディ全体の薄型･軽量化を実現

■30分で約4.0時間 ＊1のバッテリー駆動。
「 お急ぎ30分チャージ」

しています。 ※薄型・軽量重視モデルのキーボードは除きます。

わずか30分の充電で約4.0時間 のバッテリー駆動が可能。始業前のわずかな時間でサッと充電して出かけられます。
＊1

そして幅広いサポート力で、学校のスムーズなICT環境整備をお手伝いいたします。

ICT 環境整備の

インターフェース重視モデル

当社独自の高密度実装技術を駆使して、
PC基板をはじめ各種デバイスのダウンサイジング化を推し進めた結果、

学校におけるICT環境整備には、
ハードウェア、
ソフトウェア、
ネットワークが三位一体になり教育に最適化されたシステムと、
その計画から導入、

普通教室の

薄型・軽量重視モデル

薄さ・軽さ・堅牢性

Dynabook 株式会社は One Stopで、ICT 環境整備をサポートします。

電子黒板（大型提示装置）

D83

13.3型

２in1デタッチャブル

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。 ※バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

電子黒板（大型提示装置）

電子黒板（大型提示装置）

電子黒板（大型提示装置）

学びのスタイルにより
1人1 台 可動式 PC

1人1 台 可動式 PC

グループ 1 台可動式 PC

無線 LAN

各教室 PC1 台

無線 LAN

無線 LAN

個人フォルダ

無線 LAN

手書き入力

専用USB Type-C™アダプタ
（別売）

Windows Ink対応 アクティブ静電ペン

充電式アクティブ静電ペン（別売）

ペン先位置を正確に検知し、
小さな文字でも思いどおりに表現できるアクティブ静電ペンを採用。

個人フォルダ

個人フォルダ
アクティブ・ラーニング

4,096段階＊2の圧力センサーにより、筆圧に応じて線の太さや濃淡もきめ細かく表現でき、紙に
ペンで書くような自然な書き心地を実現します。 ※画面にフィルムなどを貼った場合、出荷時の書き心地とは異なります。

接続するだけで充電でき、15 秒の充電で約 9 0 分 筆記できます。

❶適度な抵抗感 フィルムとペンで、紙に書く際の抵抗感を実現

書き心地を ❷高速な追随性 ペン先の動きを高速スキャンし、画面表示の追随性を向上
決める
❸ペン先の表示位置 筐体薄型化により、ペン先と画面表示との視差を低減
4要素
❹筆圧応答 4,096段階＊2の圧力センサーを内蔵。筆圧に応じて文字の太さや濃淡を思いどおりに表現

教科指導における ICT 活用
統合型校務支援システム（個人情報管理可能）

option 充電式アクティブ静電ペン（PA5342N-1PEN）

専用USB Type-C™アダプタ
（別売）
を装着し、PCやタブレットに

■児童生徒の「考える」をサポートするオリジナルアプリ搭載
カメラアプリ

手書きノートアプリ

TruCapture

TruNote

（トゥルーキャプチャ）

（トゥルーノート）

ボイスレコーダーアプリ

ノート共有アプリ

クリッピングアプリ

TruRecorder

TruNote Share

TruNote Clip

（トゥルーレコーダー）

（トゥルーノート シェア）

（トゥルーノート クリップ）

※「2020年に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終まとめより 平成28年7月28日 文部科学省

Stage 1
ICT 環境整備

実現に向けての
ポイント

▶ ▶ ▶

教室に
PC 1台

▶ ▶ ▶

Stage 2
グループに
PC 1台

● 使いやすい機器

● 使いやすい協働学習アプリケーション

● 簡便なデータ転送

● 使いやすいアプリケーション

● 使いやすいアプリケーション

● 安定した無線

LAN 環境

操作性

Stage 4

1人1台
PC 共有利用

すべての児童生徒に
1人1台 のPC

● 個人データの管理

● 持ち帰り学習への対応

● スムーズな ICT 活用に向けた環境構築

● より高度なセキュリティ対策

● 学習記録データの活用

● 環境復元などによる教員の負担軽減
● 安定した無線

教員用 PC

▶ ▶ ▶

Stage 3

● 整備へのサポート体制

LAN 環境

教員用・児童生徒用 PC

無線不正侵入検知・防御システム

画面転送装置

各ステージに応じて

当社が提案できる、
最適な ICT 機器と

モバイルデバイス管理
dynaSchool おてがる ICTパック

運用保守パック

個人フォルダ管理ソフト
協働学習ソフト

dynaSchool Pocket

授業支援ソフト
環境復元ソフト
学び方改革

BYOD パック

※

dynaSchool TruNote Classroom

ソリューション

■ストレスのない快適なタイピングを実現するこだわりのキーボード

キックスタンドを装備。斜めに立てかけたタブレット

インターフェース重視モデル、
薄型・軽量重視モデル

を安定して支えることができます。
またPCとして使

の両モデルにフルサイズのキーボードを搭載し、
15.6型

う場合にも、キックスタンドが画面を支えてくれるの

ノートPCと同様の操作性をモバイルノートPCで実現。

で、安心してタッチ操作ができます。 ※キックスタンドは、最大約150度まで開きます。

ストレスのない正確なタイピングをサポートします。

セキュリティ

タブレットの盗難防止。セキュリティロック・スイッチ

dynaSchool Recovery

運用支援・コンサルティング

キートップへこみ0.2mm

キーピッチ19mm

インターフェース重視モデル

セキュリティロック・スイッチを装備しています。
そのため離席時も安心です。

キーボードのセキュリティケーブル使用時、
ラッチノブも同時にロック

拡張性

豊富なインターフェースを搭載したUSB Type-C™アダプター（付属）薄型・軽量重視モデル

メインPCとして使用できる充実した拡張性

セキュリティロック・スイッチ

インターフェース重視モデル

キーボード部に充実したインターフェースを備えており、多彩な周辺機器やマウスの接続、有線

■インターフェース

❶ ❷

USB Type-C™アダプターを使えば、授業や校務に必要なインターフェースを拡張可能。
HDMI 、USB3.0、RGB、有線LANにつながり、作業効率を高めます。
また、裏面には電源

LAN、
ディスプレイとのHDMI 接続などが可能です。

dynaSchool Support

TruNote シリーズ

授業 ICT 化

タブレットの背面部分に、好きな角度に調整できる

セキュリティケーブル使用時に、
タブレット部分だけを取りはずして持ち去られるのを防止する、

大型提示装置
無線 LAN

キーボードでも、
タブレット単体でも快適な操作性を実現するキックスタンド

コネクタを装備。本体にUSB Type-C™アダプターを接続したままでも充電できます。
右側面部

❸

左側面部

❹

❺

❻❼ ❽ ❾

■USB Type-C™アダプター

❿ ⓫

❶マイク入力/ヘッドホン出力端子 ❷USB Type-C™コネクタ
（電源コネクタ） ❸USB3.0コネクタ×2

■インターフェース
（タブレット本体）
右側面部

❹LANコネクタ ❺電源コネクタ ❻セキュリティロック・スロット ❼セキュリティロック・スイッチ
❽RGBコネクタ ❾HDMI®出力端子 ❿音量ボタン ⓫電源スイッチ

①

②

③

④

⑤

①電源コネクタ ②LANコネクタ ③USB3.0コネクタ
④HDMI®出力端子 ⑤RGBコネクタ

❶ ❷

裏面
左側面部
❿

⓫

※BYODパックとは、教育ICTの活用に向け、児童生徒の個人購入の斡旋販売を行う学校に向けたコンサルティングサービスと、機種選定から、
申込み・お届け、講習会までスムーズな導入をサポートするサービスです。
＊1：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。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、営業担当までご相談ください。
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。 ＊2：筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧検知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 ※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる
場合があります。Microsoft Store アプリは別売です。
ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

詳しくはこちらへ

https://dynabook.com/business-2in1-notebook/d83m-jan-2019-13-3-inch-detachable.html
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5

使いやすさは、
学び やすさの必須 条件です。

液晶サイズ /
カテゴリー

10.1型 タブレット

S80

薄くて軽いからサッと持てる。鉛筆のように書きやすい。いろいろなアプリが 快適に動く。
そんな、児童生徒も先 生もワクワクさせる高 性 能を備えた

約540g。軽量でコンパクトな
10.1型 Windows タブレット。

!

int
po

軽量・薄型デザインに加え、児童生徒にも持ちやすいよう、

O
S

また、USB接続で安定した入力が
ご用意しました。

自然な手書き入力を追求したタブレット。

S80

Windows 10 Pro 64ビット

!

int
po

Webカメラ
（リア）搭載モデルをラインアップ。

インテル®
Atom®
プロセッサー

●デジタイザーペン付属

液晶ディスプレイが360度開閉することで、
クルッと回せば

ノートPCからタブレットへ早変わりします。
協働学習の際は

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

MIL規格に準拠したテストをクリア＊1した堅牢性。

インテル® Core™ i5-8350U vPro™

インテル® Core™ i5-8250U

インテル® Core™ i5-8250U

インテル® Core™ i3-8130U＊1

インテル® Core™ i3-8130U＊1

インテル® Celeron® 3865U

インテル® Celeron® 3865U

インテル® Core™ i5-7300U vPro™
インテル® Core™ i3-7130U＊1
インテル® Celeron® 3865U
インテル® Atom® x5-Z8350
13.3型

13.3型

解像度

WUXGA（1,920×1,200ドット）

FHD（1,920×1,080ドット）

FHD（1,920×1,080ドット）

FHD（1,920×1,080ドット）

●

●

●

●

●

●

●

●

4GB

4GB / 8GB

64GB フラッシュメモリ

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

タッチパネル

PCとして活用できます。
また

デジタイザー

クリア＊1しているので、
堅牢性

メモリ＊2

4GB＊8 / 8GB

4GB＊8 / 8GB

128GB / 256GB

128GB / 256GB

128GB / 256GB

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

●＊4

●

●＊4

HDD＊3

Windows 10 Pro 64ビット

●

●Webカメラ
（リア）
を選択可能。
LTE通信モジュール内蔵モデル選択可能

●インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー

●質量約1,059g＊2 / 駆動時間約14.5時間〜＊3

●タッチパネル付き 12.5型 FHD液晶

●アクティブ静電ペン付属

光学ドライブ

選択可能

無線通信

キーボードを外せばパワフルなタブレットに。
13.3型 2in1 デタッチャブルPC。
「薄型・軽量重視モデル」
と
「インターフェース重視モデル」の
2モデルをご用意。高性能を発揮する先進の

!

int
po

薄型・軽量キーボードを搭載した
「薄型・軽量重視モデル」
は、
普通教室や校外学習に活用できます。
また、
十分なインター

Windows 10 Pro 64ビット

●

フェースを装備したキーボードを組み合わせた「インター

LTE＊2＊5

学習に便利です。
ニーズに

Webカメラ

いただけます。

フェース重視モデル」は、職員室での校務やPC教室での

●インテル®

Core™ i3-8130U プロセッサー

●タッチパネル付き 13.3型

Bluetooth® Ver.4.2準拠

/●

Bluetooth® Ver.4.2準拠

/●

/●

●（フロント・リア）

●（フロント・リア）

指紋センサー＊2

/●

●

●

顔認証センサー＊2

/●

（ベースモデルでの測定値）

●（フロント・リア）

Bluetooth® Ver.4.2準拠

●（フロント・リア）

駆動時間＊6

●LTE通信モジュール内蔵モデル選択可能

Bluetooth® Ver.4.1準拠

LAN

合わせたモデルをお選び

第8世代 インテル® CPUを搭載。

/●

/●

約7.0時間

約14.5時間〜

約10.0時間

約10.0時間

約540g

約1,059g

約1,229g

約1,179g

●アクティブ静電ペン付属

FHD液晶

質量＊7

選択可能

（ベースモデルでの測定値）

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Store アプリは別売です。
ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。 ＊1：MIL規格に基づいて、
一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。
無破損、
無故障を保証するものではありません。 ＊2：質量は、
選

＊1：このプロセッサー搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ＊2：ベースモデルで選択、
またはカスタムメイドサービスで選択可能です。 ＊3：SSD/ストレージ/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ＊4：付属のUSB Type-C™ アダプター使用時。 ＊5：LTEを利用

択していただく構成によって、値は異なります。 ＊3：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。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。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場

するには別途、
通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。
すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 ＊6：JEITAバッテリ動作時間測定法
（Ver.2.0）
による値。
実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊7：ベースモデルでの値。
カスタムメイドサービスで選択していただく

合は、営業担当までご相談ください。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。

構成によって、
値は異なります。 ＊8：Celeron® プロセッサー搭載モデルを選択した場合、
メモリは4GBとなります。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。
Microsoft Store アプリは別売です。
ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。
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インテル® Core™ i5-8350U vPro™

12.5型

SSD / ストレージ＊2＊3

D83

D83

薄型・軽量重視モデル

10.1型

タブレットとして使用し、
プログラミング授業の際はノート

にも優れています。

13.3型

D83

インターフェース重視モデル

サイズ

MIL規格に準拠したテストを

VC72

インテル® Core™ i3-8130U

＊1

テ
ク
ノ
ロ 第7世代
ジ インテル® Core™
ー
／ プロセッサー
C
P
U インテル®

WUXGA液晶

回すだけでパワフルなタブレットになる、
12.5型 2in1 コンバーチブルPC。

12.5型

インテル® Core™ i5-8350U vPro™

第8世代
インテル® Core™
プロセッサー

●薄 さ約9.8mm/軽 さ約540g/駆動時間約7時間＊3

Atom® x5-Z8350 プロセッサー

●タッチパネル付き 10.1型

2in1デタッチャブル

Windows 10 Pro 64ビット

Celeron®
プロセッサー

●インテル®

VC72

プレインストール
OS

カバー面には、手になじみ滑りにくいテクスチャーを採用。
できるキーボードをオプションで

薄く、持ちやすいデザイン採用。

●

13.3型

2in1 コンバーチブル

製品名

最適なラインアップをご用意しました。

10.1型

12.5型

ビジネスに適した Windows 10 Pro
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