
アルミボディ採用、薄型・軽量 B5ファイルサイズノート　　ファンレスの静音設計�

ブロードバンド対応ポート（LANポート）を標準装備　　　  USB2.0標準搭載�

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。�
www.microsoft.com/piracy/howtotell



機種名�
フォームファクタ�
CPU�
チップセット�
BIOS�
1次キャッシュ�
2次キャッシュ�
メインメモリ（標準）�
メインメモリ（最大）�
表示パネル�
�
�
�

ビデオシステム�
�
�
�
�
�
HDD�
サウンド機能�
ブロードバンドポート(LAN)�
FAX/モデム＊8�
�
�

インターフェイス�
�
�
�
キーボード�
ポインティングデバイス�

インジケータ
�

�
�

ファンクションキー�
�
�
電源�
消費電力�
バッテリ駆動時間 ＊13�

バッテリ充電時間 ＊14�
パワーマネジメント�
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 ＊15�
外形寸法＊16�
重量�
使用環境�
主な付属品�
初期導入OS�
オプション�

推奨メディアドライブ�

NT310S�
B5ファイルサイズ�

Transmeta社製 Crusoe™プロセッサ TM5800 800MHz�
ALI社製 M1535 Chipset�
Phoenix(Award) BIOS 2MB�

128KB（CPU内蔵）�
512KB（CPU内蔵）�

PC133対応 256MB SDRAM ＊1＊2＊3�

256MB�
12.1インチ TFTカラー液晶　約25万色表示　最大解像度 1024×768ドット�

ATI社製 RAGE Mobility M1（PCI) ： ビデオメモリ 8MB（ビデオコントローラ内蔵）�
�
�
�
�
�
�
�
�

約20GB (Ultra-ATA/66対応)�
ALI社製 M1535 Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオスピーカ（モノラル、1W）�

100BASE-TX/10BASE-T（自動認識）�
V.90/K56flex™対応（データ通信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps）モデム＊9�
PCカードスロット（TypeII）×1（PCMCIA Rel.2.1/JEIDA Ver.4.2準拠、CardBUS対応）、�
ヘッドフォン出力（ステレオ、ミニジャック）×1、マイク入力（モノラル、ミニジャック）×1、�

ライン入力（ステレオ、ミニジャック）×1�
IEEE1394（4ピン）×1＊10、盗難防止用金具取り付け孔×1�

USB2.0（4ピン）×2＊11、アナログRGBビデオ出力（ミニD-sub15ピン）×1、S-ビデオ出力（ミニDIN7ピン）×1、�
モジュラジャック（RJ-11）×1、LAN（RJ-45）×1、DC電源ジャック×1�

日本語85キー、4ホットキー（メール/インターネット/ユーザ定義アプリ1、2）�
2ボタン付タッチパッド�

電源（電源ON：青、システムスタンバイ：青点滅）、バッテリ（充電完了：緑、充電中：橙、�
残量10%以下：赤）、HDD（緑）、Caps Lock（緑）、Num Lock（緑）、Scroll Lock（緑）�

�
�
�
�

ACアダプタ（AC100～240V、50/60Hz、60W、19V）、専用リチウムイオンバッテリ＊12�
最大 約45W（ACアダプタ使用時）�

約3.7時間�
約2時間�

エネルギースタープログラム準拠�
S区分　0.0014�

273（W）×220（D）×27（H）mm�
約1.65Kg（本体のみ、ACアダプタ含まず）�

操作時 温度 10～35℃ 湿度 25～80％（結露なきこと）�
ACアダプタ、取扱説明書、保証書、リカバリーCD-ROM ＊17�

Microsoft® Windows® XP Home Edition�
FDDドライブ FDU-01S�

I-O DATA製 ポータブルCOMBOドライブ：CRWDP-ｉ8A/US2�
I-O DATA製 ポータブルCD-R/RWドライブ：CRWP-ｉ24B/US2

NT310S製品仕様�

バンドルソフトウェア一覧�

インターフェイス�

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ�

CE2002 06050A

東 京  本  店�
�
大阪営 業所�
新潟営業所�
福岡営業所�
テレセールス部�

 〒103‐0028 東京都中央区八重洲1-4-21�
 TEL：03-3231-8401（代表）�
 TEL：06-6886-5421�
 TEL：0255-23-9273�
 TEL：092-761-3488�
 TEL：0255-21-5180

ホームページ  http://www.iiyama-sales.com/

安全に関するご注意�
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。�
水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。�

安全点検のお願い！�
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体ケースが異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動などがある。●その他の異常がある。�

お願い�故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。�

ご使用の際このようなことはありませんか�
ホームページ http://www.iiyama-sales.com/
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意してあります。 �
フリーダイヤル0120-118-584（携帯電話、PHS可）�

TEL受付時間  平日 9：00～20：00  土日  9：00～17：00 �
（弊社休業日 8/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4 を除く）�
※8月よりサポート体制の変更がございます。詳細はホームページでお知らせの予定です。�

フリーダイヤル 0120-148-633（携帯電話、PHS可）�イーヤマ�
サポート�

イーヤマ�

株式会社イーヤマ　ホームページ　http://www.iiyama.co.jp/

※商品について、詳しくは販売店におたずねください。※記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。※印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承願います。※ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。
※Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。※記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。※価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。�

■このカタログに記載の価格および仕様は、2002年6月現在のものです。予告なく変更する場合があります。�

＊1メモリ動作周波数はCPUの動作周波数により変動します。（100MHz～133MHｚ） ＊2うち16MBはシステムで使用します。 ＊3本体に128MB実装済み、メモリ増設ソケットに128MB SO-DIMM 
1枚を装着済み ＊4本体の表示パネル使用時、ディザリング機能により約1677万色表示を実現します。＊51280×1024ピクセル以上の解像度を設定した場合には、画面全体のうち1024×768
ピクセルの部分表示となります。 ＊6アナログRGBビデオ出力端子に別途モニタを接続した場合には、接続したモニタにより表示可能な最大解像度が異なります。 ＊7 S-ビデオ出力端子に別途表示
機器を接続した場合には、接続した機器により表示可能な最大解像度が異なります。 ＊8本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応しておりません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入してい
ただく必要があります。 ＊9 56Kbpsはデータ受信時の理論上の最高速度であり、データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。 FAX機能を使用する場合には別途FAX通信ソフトが必要となります。 
＊10全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。 ＊11全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 ＊12お客様によるバッテリー交換はできません。弊社サ
ービスセンター対応となります。 ＊13社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver1.0) 』による測定。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の
稼働時間は使用条件により異なります。 ＊14本体電源オフ時 ＊15エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、こ
の法律が定める複合理論性能で除したものです。 ＊16ゴム足、突起部を除く寸法です。 ＊17 付属のリカバリCD-ROMを使用いただくには、別途CD-ROMから起動可能なUSB接続の外付け
CD-ROMドライブが必要となります。推奨品については、イーヤマホームページまたはイーヤマサポートまでお問い合わせください。本製品はWindows® XP Home Editionのみサポートしております。 
※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。�

＊1 Microsoft® WIndows® XP Home Editionに含まれます。 ＊2 路線料金・時刻は変更されることがあります。 ＊3 このソフトウエアは工場出荷時は、プリインストールされておりません。ご使用になる場合
には別途対応するドライブが必要となります。推奨品については、イーヤマホームページまたはイーヤマサポートまでお問い合わせください。�

Simple Styleにこだわった、ヘアライン仕上げアルミボディにより美しさと
軽さを実現。モバイル性に優れた、薄型・軽量のB5ファイルサイズ。�

LAN端子�
モジュラジャック� アナルグRGBビデオ出力�

Sビデオ出力�USB2.0コネクター�DC電源ジャック�

CPUに発熱量の少ないTransmeta社のCrusoe™を採用。ファンレス設計の
ため作動音が気になりません。また、内蔵バッテリーで長時間駆動が可能です。�

ブロードバンド用インターフェイスとしてLANポート標準装備。快適なインタ
ーネットや大容量データの高速通信を実現します。�

最大480Mbpsの転送速度を持つUSBの新規格「USB2.0」にいち早く
対応。周辺機器との接続がよりストレスフリーに。液晶プロジェクタなど
と直接接続が可能なD-SUBミニ15ピン端子やTV等に画面を表示できる
Sビデオ端子も搭載。�

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。�
www.microsoft.com/piracy/howtotell

  640×  480 最大1,677万色�
  800×  600 最大1,677万色�
1024×  768 最大1,677万色�
1280×1024 最大1,677万色�
1600×1200 最大1,677万色�

Fn+F3： 液晶パネルバックライトON/OFF�
Fn+F4： システムスタンバイ�
Fn+F5： 表示切り替え(LCD→CRT→LCD+CRT)�
Fn+F6： バックライト輝度低下�

Fn+F7： バックライト輝度上昇�
Fn+F8： 内蔵スピーカ音量低下�
Fn+F9： 内蔵スピーカ音量上昇�
Fn+F10： 内蔵スピーカ音量ミュート�

  640×  480 最大1,677万色�
  800×  600 最大1,677万色�
1024×  768 最大1,677万色�

LCD表示 ＊4＊5�

CRT表示 ＊6�

LCD+CRT同時表示＊4＊5＊6�

TV表示 ＊7�

マルチモニタ表示＊4＊6＊7

左側面�
�
右側面�

背面�

分類�
�
インターネット�
�
ドキュメントビューア�
ラベル作成�
交通情報検索�
�
画像/映像表示・編集�
�
音楽再生（MP3対応）�

CD-R/RWライティングソフト ＊3�
�
仮想CDユーティリティ ＊3

ソフトウェア名�
Microsoft® Internet Explorer 6.0 ＊1�
ホームページNinja for iiyama�
コリャ英和！一発翻訳バイリンガル Ver3.0�
Adobe® Acrobat Reader™ 5.01J�
CDラベル王 for iiyama�
乗換案内（2001年12月時刻表対応版） ＊2�
デジカメWalker SE�
Ulead® VideoStudio® 5 SE�
WinDVD™ 3.1�
Microsoft® Windows Media Player8.0 ＊1�
WinCDR 7.0 SE�
PacketMan�
CD革命®/Virtual Ver.5.5 バンドル専用版�

NT310S�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

�
ホームページ閲覧�
ホームページ作成�
英日/日英翻訳・辞書�
PDFファイル閲覧�
�
�
フォトレタッチ・画像管理�
ビデオ編集�
DVDプレーヤー ＊3

【背面】�

盗難防止用金具取り付け孔�IEEE1394

【右側面】�

マイク入力� PCカードスロット（TypeⅡ）�

ヘッドフォン出力� ライン入力�

【左側面】�

オプション�


