パーソナルコンピュータ

（マウス付属）
CF-55F5B4AJ 本体標準価格 698,000円（税別）
別売キーボードCF-VKB001 標準価格 10,000円（税別）
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液晶パネルパソコン
平均10倍速CD-ROM
14.5型TFTカラー液晶
1024×768ドット表示
Pentium®プロセッサ
( 150MHz )

本体奥行約74mm
(スタンドを含んで209mm )

※写真中のキーボードは別売です。

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対象
製品に関する基準を満たしていると判断します。

CPU
Pentium
(150MHz)

メモリー16MB
(最大48MB)

HDD
1.2GB

14.5型
TFTカラー
液晶

平均10倍速
CD-ROM

VRAM 2MB
1024×768ドット
（65536色)

PCカードTypeII×2
またはTypeIII×1
スロット

CardBus

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送･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。

あなたとともに 豊かな未来へ 松下電器

薄型

軽量

力

費電

低消

液晶ディスプレイ＋本体＝液晶パネルパソコン

17型CRT

あなたの机は
もっと広くなる。
快適なオフィスのコンピュータ環境を生み出し、
大好評の
Panasonic液晶PCディスプレイから、
また新たなシリーズが登場。

タワー型デスクトップ

PanacomLC は、
大きく見やすい14.5型TFTカラー液晶の
背面にパソコン本体、
平均10倍速CD-ROMドライブを搭載。
省スペースと能率アップの両方をかね備えた、
薄型の液晶パネルパソコンです。

基本性能

省 スペ ース・省 エ ネル ギー

デスクワークをスピーディーに

オフィスを快 適 に
薄さ約 7 4 m m

●Pentium®プロセッサ
(１５０M H z ) 搭 載 。
さらに、

●CardBus ※

CPUの能力を引き出すPCI

ードスロット。

チップセッ
ト・430MXを搭載。

※CardBus対応カー
ド使用時は事前に動作
確認が必要です。

比
面積

画面サイズでほぼ17型のCRT

●1.2GBハードディスクを搭載。

比
体積

に相当する対角37cmの大画

●メモリー16MB標準搭載。

面。周辺部のゆがみや文字の

最大48MBまで拡張可能。

●１
４５
. 型TFTカラー液晶は、

にじみの少ない鮮明な画面で、
画像も文字も美しく表現します。
PanacomLC

当社17型CRT

対応のPCカ

●ステレオスピーカー内蔵。
●使いやすいフルキーボード
が選べます。
（別売）

PCカード
スロット

これがあなたのスペースに。
作業中も資料などが置け、
パソコンを使わないときも
邪魔になりません。

消費電力最大55W

●スペースをしっかり確保
PanacomLC : 17型CRT＋本体※

1:7
1:10

( 2:5 スタンド
部奥行含む)
( 5:18スタンド
部奥行含む)

●「CRT＋デスクトップ」の約1/4
PanacomLC（最大約55W）
17型CRT＋本体（約210W ※ ）

1/4

約

※当社PanacomV24の上に17型
CRTを載せた場合。

※当社PanacomV24＋17型CRT

新たに専用デスクを設けなく

消費電力は、
最大約55Wと、

ても、今の机の上に置けるコン

17型CRT＋従来のデスクトッ

パクト設計。
画面サイズは17型
CRTとほぼ同じながらも、
手元

プパソコン本体の、
約4 分の1
（当社PanacomV24＋17型CRT比）。

には広い作業スペースを確保

電気代の節約ができる上、
従

できるので、仕事の能率が上

来のデスクトップパソコンに比

がります。

べて電源増強工事の必要が

本体奥行わずか約74mm!
（スタンド部209 mm)
※写真中のキーボードは別売です。

さまざ ま な シ ー ン で
活 用 で きま す 。

りました。

●V R A M 2 M Bを搭載 。
1024×768ドット（65536色）

ACアダプター収納部
一体型だから、ACケーブルも一本で
スッキリ。電源の場所に困りません。

や図書館の検索システム、
旅行会社や

1人1台の
パワークライアントとして

金融機関のカウンターなど、幅広い用
途で役立ちます。

薄型・低消費電力で快適なパソコン環

表示を実現。

境を目指した液 晶パネルパソコンだ

●平均10倍速CD -ROM

から、
オフィスのネットワーク端末とし

ドライブ搭載。
マルチメディア・
タイトルの再生、
アプリケーシ
ョンのインストールもスピーデ
ィーに行えます。

今まで置くことのできなかった、
スペー
スの少ない接客窓口や、
受付コーナー
でも、
ＰanacomLCなら活用可能。受付

減るため、
大量導入しやすくな
FD
ドライブ

窓口・カウンターで、
情報サービスを提供

て好適。グラフィック情報が増えたイン
ターネットや、
イントラネット情報も、鮮
やかに表現します。
省スペース・省エネルギーの
液晶パネルパソコンで
快適な環境をご提案します。

■PanacomLCのおもな仕様
CF-55F5B4AJ

品番
CPU・2次キャッシュメモリー
RAM・VRAM・PCI チップセット
ハードディスク
液晶・バックライト
画素構成・ピッチ
表示方式
グラフィックチップ
サウンド機能・スピーカー
CD-ROMドライブ
FDD
PCカードスロット
拡張RAMスロット

Pentium® プロセッサ（150 MHz）
・256 KB（パイプラインバースト）
標準16 MB（最大48 MB） EDO・2 MB・430 MX
1.2 GB
14.5型TFTカラー液晶（表面輝度 最大200 cd／ m2）
・冷陰極管4本
1024
×768ドッ
ト／800×600ドット※1／640×480ドット※1（65536色）・0.288 mm×0.288 mm
Chips and Technologies
社製 65550
16 bit
、44.1 kHz PCM音源／FM音源（Sound Blaster PRO互換）
・ステレオスピーカー内蔵
平均10倍速 ※2
3.5
型FDD（1.44 MB／1.2 MB／720 KBの３モード対応）
PCカード TypeII×2（またはTypeIII×1 スロットとして利用可能）CardBus※3に対応
RAM
モジュール×1(144ピンDIMM EDO）
キーボード
（ミニDin6ピン）、
マウス
（ミニDin6ピン）、
シリアル（Dsub9 ピン）、パラレル（Dsub25ピン）、
ディスプレイ※4（ミニDsub15ピン）、
オーディオ入力（ステレオミニジャック）、
オーディオ出力（ステレオミニジャック）、
マイク入力（ミニジャック）

インターフェース

PS/2
マウス付属
パワーセーブ機能、
リジューム機能、ハイバーネーション機能、
タイムアウト機能（スタンバイ、
サスペンド）
レベルのパスワー
3
ド機能（スーパーバイザー／ユーザー／コーヒーブレーク）、盗難防止チェーン用ホール
ACアダプター
（入力電圧 AC100〜240 V・ACコードは100 V対応）
・約55 W〔最大〕
（35 W ※5・サスペンド時約 1.4 W）
幅364×奥行209×高さ392 mm（スタンド部含む）／幅364×奥行74×高さ298 mm（スタンド部除く）※6・約6.3 kg
Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版
AC
アダプター、
マウス、取扱説明書など

ポインティングデバイス
省エネルギー設定
セキュリティ対策
電源・消費電力
外形寸法・質量
導入済ソフトウェア
同梱物

HDD容量は1 GB=109バイト表記です。※1:画面中央に各ドットで表示。※2:当社測定による。転送速度は内周で約6倍速、外周で約11倍速です。※3:CarBus対応カード使用時は、事前に動作
確認が必要です。※4:外部ディスプレイ接続の際は、事前にコネクターの形状確認が必要です。※5:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※6:参考値。スタンドの取り外しはできません。

■外形寸法（単位：mm）
正面

側面

74

3〜25°

上面

315

392

298

364

スピーカー

314

209

安全に関するご注意
●ご使用の際は、
取扱説明書をよくお読み
の上正しくお使いください。

水、湿気、湯気、
ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、
故障、感電等の
原因となることがあります。表示された正しい電源、
電圧でお使いください。

保証書に関するお願い
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日記載のないものは無効となります。
パーソナルコンピューターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年です。
製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、
また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他付記事項
●カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承くださ い。●Intel Insideのロゴ、Pentium は、米国イ
ンテル社の商標または登録商標です。●Microsoft 、Windows、Windows NTは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における 登録商標です。●SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の
登録商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

松下電器産業株式会社

パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic PCホームページ」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/mei̲division/ied/index.html
お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570

大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、

パナコムテクノセンター
TEL.0120-15-8756（フリーダイヤル）
FAX.06-906-4011
FAX.06-906-4011
受付時間 9:30〜12:00 13：00〜17：00
月〜金曜日（祝日を除く）

このカタログの記載内容は
1997年3月現在のものです。
CF-J55C4P-73

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
●仕様・意匠につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

上手に使って上手に節電

