■ PRONOTE SD のおもな仕様
品番

CF− 40FT52GCJ

CPU

Intel DX4(75MHz)

ハードディスク容量

540MB

RAM・VRAM

CF − 40FS52GBJ

標準 8MB(4MB / 8MB / 16MB 拡張 RAM カードにより , 12MB / 16MB / 24MB に拡張可能)・1MB
10.4 インチ TFT カラー液晶(65,536 色表示可能)

10.4 インチ STN カラー液晶(65,536 色表示可能＊ 1)

表示方式

グラフィック：640 × 480 ドット , テキスト：80 字× 25 行(漢字 40 字× 25 行)
外部 CRT 接続時：1024 × 768 / 800 × 600 ドット(256 色), 640 × 480 ドット(65,536 色表示＊ 2)

サウンド機能・スピーカー

16bit, 44.1KHz, PCM 音源 / FM 音源(Sound Blaster PRO 互換)・ステレオスピーカー内蔵(0.2W × 2)

マルチメディアポケット

3.5 インチ FDD パック標準添付(1.44MB / 1.2MB / 720KB)

拡張スロット

PC カード Type Ⅱ× 2(Type Ⅲなら 1 スロットとして利用可能), 拡張 RAM カード× 1

インターフェース

シリアル(Dsub9 ピン)× 1, パラレル(Dsub25 ピン)× 1, VGA(Dsub15 ピン)× 1, 外部マウス / キーボード(ミニ Din6 ピン)× 1,
拡張 AT バス(200 ピン), マイク入力(ミニジャック)× 1, ライン入力(ステレオミニジャック)× 1, スピーカー出力(ステレオミニジャック)× 1

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)・トラックボール(直径 19mm)

省エネルギー対策

パワーセーブ機能 , リジューム機能 , スタンバイモード , バッテリー残量レベル表示 ,
内蔵バッテリーリフレッシュ機能 , 増設バッテリーリフレッシュ機能

セキュリティ対策

パスワード機能を搭載 , 盗難防止チェーン用ホール

電源・消費電力
構成
バッテリー 連続持続時間＊4
充電時間＊ 4

おもなオプション ( 税別)
●マルチメディアポケット用オプション
AV パック

AC アダプタ(入力電圧 AC100V), 内蔵バッテリー(NiMH・2100mAH),

内蔵バッテリーに加え , セカンドバッテリーパック＊ 3 をマルチメディアポケットに収納可能
約 2.0 時間(内蔵バッテリーのみ) / 約 6.0 時間(内蔵バッテリー＋セカンドバッテリーパック＊ 3)
パワー OFF 時 / パワー ON 時：約 1.3 時間 / 約 1.6 時間 (内蔵バッテリー), 約 2.4 時間 / 約 3.2 時間(セカンドバッテリーパック *3)

外形寸法・質量( 重量)

幅 297 ×奥行 235 ×高さ 59mm・約 3.6kg

導入済ソフトウェア

MicrosoftMS-DOS Version 6.2 / V, MicrosoftWindows operating system Version 3.1 日本語版 , Dashboard ライト

幅 297 ×奥行 235 ×高さ 59mm・約 3.3kg

同梱物

取扱説明書 , 保存用ディスク 1 枚 , Windows クイックユーザーズガイド , 日本語入力ガイドなど

＊ 1 ただし、CRT との同時表示時は 256 色表示。＊ 2：640 × 480 ドット時は液晶にも同時表示可能。ただし、FS モデルは 256 色表示のみ。
＊ 3：オプション ＊ 4：温度などの環境条件や使用条件によって異なります。

標準価格

78,000 円

標準価格

22,000 円

●拡張RAM カードスロット用オプション
RAM カード -4MB
RAM カード -8MB
RAM カード -16MB

CF-BA1804J
CF-BA1808J
CF-BA1816J

標準価格
45,000 円
標準価格
95,000 円
標準価格 220,000 円

●拡張 AT バス用オプション
ドッキングユニット

セカンドバッテリーパック＊ 3(NiMH・4200mAH)・37W

CF-VEW411J-A

セカンドバッテリーパック CF-VZS413W

CF-VEB197J

標準価格

98,000 円

標準価格

40,000 円

● PC カードスロット用オプション
LAN カード

CF-VEL211J

