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カタログ

FDDパックまたはCD-ROMパックを取り外し
ダミーパックを装着した場合

●写真のモデルはCF-35PJF8CAJ です。
写真中のCD-ROMパックは別売です。

®

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
スタープログラムの基準に適合していると
判断します。

MMX 対応 CF-35PJF8CAJ TFTカラー液晶 本体標準価格 518,000円（税別） 11月発売予定
®
MMX 対応 CF-35KJF4NAJ TFTカラー液晶 本体標準価格 448,000円（税別） 12月発売予定
CF-35EVC4BAJ DSTNカラー液晶 本体標準価格 328,000円（税別） 11月発売予定

1 MMX® テクノロジPentium® プロセッサ(200MHz / 150MHz)/
Pentium® プロセッサ(133MHz)搭載
2 マルチメディアポケット搭載でコンパクトに拡張可能
（FDD、ダミーパック、
平均10倍速CD-ROMドライブ（別売）のいずれか1ドライブ装着可能）

3 バッテリー駆動 最長5時間を実現
CPU
MMX Pentium
２００MHz/１５０MHz
（PJF8／KJF4 ）

CPU
Pentium
１３３MHz

メモリー
３２MB/１６MB
（最大９６MB/８０MB ）

HDD
２.１６GB/１.４４GB

１２.１型
TFT/DSTN カラー液晶

８００×６００ドット
（６５５３６ 色）

PCカード
Type
Type

×２または
×１スロット

CardBus

ZVポート
対応

（EVC4 ） （PJF8／KJF4、EVC4） （PJF8、KJF4／EVC4） （ PJF8、KJF4／EVC4 ）

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送･設置調整費・工事費、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

軽量・薄型化により、携帯性を高めたA4ファイルサイズ。
バッテリーの駆動時間も向上し、社外でもコンピュータを利用する方のご要望にお応えしました。

■ おもなオプション
品番

標準価格（税別）

CD-ROMパック
（平均10倍速）

CF-VCD351J

45,000 円

ポートリプリケーター

CF-VEB351J

25,000 円

■ ポートリプリケーター

バッテリーチャージャー

CF-VCB251AJ

14,000 円

ブル を使えば、同時使用もOK。マルチメディア・タイ

ワンタッチで着脱できる拡張ユニット。キーボード、
マウス、

バッテリーパック（リチウムイオン）

CF-VZS351J

25,000 円

トルの再生やアプリケーションのインストールがスマー

シリアル、パラレル、外部ディスプレイのインターフェー

FDDケーブル

CF-VCF351J

8,200 円

RAMモジュール -16MB

CF-BA0016J

30,000 円

RAMモジュール -32MB

CF-BA0032AJ

RAMモジュール -64MB

CF-BA0064J

■ マルチメディアポケット
標準搭載のFDDを外して、
オプションのCD-ROMパッ
ク
（平均10倍速）
を装着できます。オプションのFDDケー
※

トに行えます。また薄型の上、約2.0kg（ダミーパック装
着時）の軽さだから、
外出先や会議にもコンパクト

■ PRONOTE AVのおもな仕様
品番
CPU
2次キャッシュメモリー
RAM・VRAM・PCIチップセット

オプション名

に持ち歩けます。
※FDDケーブルはパラレルポートを使用

スを装備しているので、外出先からオフィスへ戻ってき
たときも、周辺機器を簡単に接続できます。

CF-35PJF8CAJ

CF-35KJF4NAJ

MMX®テクノロジ Pentium® プロセッサ（200 MHz）

MMX®テクノロジ Pentium® プロセッサ（150 MHz）

256 KB（パイプラインバーストSRAM）

256 KB（パイプラインバーストDRAM）

標準32 MB
（最大96 MB）E DO・1.1 MB・Intel 430TX PCIset

ハードディスク※1

2.16 GB

表示方式

液晶

12.1型TFTカラー液晶

グラフィックチップ

NeoMag ic社製 NM2093

60,000 円
120,000 円

CF-35EVC4BAJ
Pentium® プロセッサ（133 MHz）
−

標準16 MB（最大80 MB ）E DO・1.1 MB・Intel 430TX PCIset
1.44 GB
12.1型DSTNカラー液晶

800×600ドット（65536色）、640×480ドット
（26万色）
外部CRT のみ表示時：1024×768 ドット
（256色）、800×600ドット（6553 6色）、640×480ドット
（1677万色）
サウンド機能・スピーカー

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

赤外線通信ポート

IrDA（通信速度：最大4 Mbps ）※2

マルチメディアポケット

3.5 型 FDD（1.44 MB／1.2 MB／720 KB の３モード対応）、
ダミーパック、CD-ROMパック
（平均10倍速）※4（オプション）のいずれか1つ装着可能

IrDA（通信速度：最大115.2 kbps ）※3

PCカードスロット

PCカード TypeII ×2（またはTypeIII×1スロットとして利用可能） CardBus ※5、ZVポート※6に対応

拡張RAMスロット

RAMモジュール×1（144 ピン DIMM EDO）

インターフェース

シリアル（Dsub9 ピン）、パラレル（Dsub25 ピン）、
ディスプレイ
（ミニDsub15 ピン）、キーボード／マウス （ミニDin6ピン）、
マイク入力（ミニジャック）、
（100ピン）
ヘッドホン出力（ステレオミニジャック）、USBコネクター※7、拡張バス

キーボード／ポインティングデバイス

OADG準拠キーボード
（90キー）／フラットパッド

省エネルギー設定

パワーセーブ機能、
サスペンド機能、ハイバーネーション機能、
タイムアウト機能（スタンバイ）

セキュリティ対策

3 レベルのパスワード機能（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

電源・消費電力
構成

ACアダプター
（入力電圧 AC 100 〜240 V・ACコードは100 V専用）、 内蔵バッテリーパック ・35 Ｗ／9 W※8（サスペンド 時 1.1 W ）
リチウムイオン 10.8 V 、3300 mAh

連続持続時間※9

約2.5〜5.0 時間

充電時間※9

約2.5 時間／約4.5時間（パワー OFF 時／パワーON時）

バッテリー

外形寸法・質量

幅297 × 奥行230 × 高さ38 mm・約2.0 kg（ダミーパック装着時）
（FDD装着時は約2.2kg）

導入済ソフトウェア

Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版、Microsoft ® Internet Explorer4.0 、PhoenixCard Manager

同梱物

ACアダプター、取扱説明書、Windows ® 95 CD-ROM※10、Internet Explorer CD-ROM※10、
ダミーパック
（マルチメディアポケットに装着する携帯時のウェイトセーブ用）他

TM

95 、赤外線通信ソフト

HDDの容量は1GB=10 9バイト表記です。※1:ディスクユーティリティー等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。※2:赤外線ポートの有効距離は70cm以内となります。※3:赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。※4: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。※5:CardBus 対応カード使用時は、
事前に動作確認が必要です。
また、
2スロット中どちらか1スロットのみ利用可能。※6: 2スロット中、
下段の1スロットのみ対応。※7:Universal Serial Bus の略。
1997年10月現在、
USBをサポートするドライバーの提供は行って
おりません。
また、
動作確認は行われておりません。※8:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※9:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。※10:再インストール時には別売のCD-ROMパック（CF-VCD351J ）
とFDDケーブル（CF-VCF351J ）等が必要です。

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
のうえ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うえ、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、およびMMXは、
米国インテル社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows 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。

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

お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101

東京都千代田区外神田6丁目13番10号ミクニ・イーストビル

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1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、

テクニカルサポートセンター
TEL.0120-87-3029（フリーダイヤル）
FAX.06-906-4011
受付時間

10:00〜17:00 月〜金曜日（祝日を除く）

このカタログの記載内容は1997年10月現在のものです。
CF-J35C2P710

●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。

