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アプリケーション･ホームページへ�3

ナビボタンを押す�1

欲しい情報を選ぶ�2

●15の情報ジャンルから
｢わくわくメニュー｣をクリック!

●メニューの中から
｢わくわくアイコン｣をクリック!

ミュージック/
クラシック名曲100選s

▲ミュージック/Relax Island

｢わくわくナビ｣なら欲しい情報にひとっ飛び。

▲わくわくメニュー

▲わくわくアイコン

▼プリウス情報/プリウスワールド

tトラベル/JTB

※ホームページへのアクセスには､インターネットへの接続が必要です｡

●3105ST46M ●3104ST46M
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見たい､知りたい情報をジャンル別にナビゲーションする
「わくわくナビ｣を搭載。
簡単なクリック操作だけで､アプリケーション･
インターネットホームページへアクセスできます。
デジタルメディア生活をスマート＆スタイリッシュに楽しむための
デスクトップ､それがプリウス310Mです。

｢わくわくナビ｣では､生活情報をアプリケーションとインターネットホーム

ページの2つの情報源から呼び出せます。アプリケーションは､便利なソフ

トをプレインストール。キーボードにある｢わくわくナビ｣ボタンで一発

起動。あとはクリックするだけで､アプリケーションや､インターネット

ホームページへ､一気に接続します｡

使えるアプリケーションをはじめ
インターネットホームページヘ一気にアクセス

知 り た い 情 報 へ 簡 単 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン !

旅行先へのフライト時刻や最新シネマの

情報をリサーチ｡気になるスポーツの結果や

グルメなお店をチェックする｡

｢わくわくナビ｣なら､15の情報ジャンルから

欲しい情報をクリック操作だけでひとっ飛び｡

欲ばりな情報生活を

しっかりサポートしてくれます｡

▲写真は3105ST46M

プリウス310Mは情報ステーショナリー｡

シンプル操作で
どんどん探せる
｢わくわくナビ｣新搭載!

見たい､知りたい情報をジャンル別にナビゲーションする
「わくわくナビ｣を搭載。
簡単なクリック操作だけで､アプリケーション･
インターネットホームページへアクセスできます。
デジタルメディア生活をスマート＆スタイリッシュに楽しむための
デスクトップ､それがプリウス310Mです。
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追加ボードなしでマルチディスプレイに対応

本体の液晶ディスプレイとは別に､外部にCRTを接続すれば､ボードを

追加することなく､それぞれ別のウィンドウを表示できるマルチディス

プレイ機能に対応。たとえば英文のホームページを参照しながら翻訳

支援ソフトで訳を見たり、スケジュールを確認しながらメールを入力

したりと、マルチな活用ができます。

フロントオペレーションで､使いやすさがアップ

FDD､CD-ROMドライブは､使い勝手を考慮したフロントオペレーショ

ンを採用。パソコン本体の左右にスペースを取ることなく､メディアの

出し入れが自然に行えます。また高さもキーボードに干渉しないよう

配置しています。

省スペース＆コンパクト設計

奥行きわずか16cmの薄型ボディ。17型CRTディスプレイと比較しても、

設置スペースはなんと約1/2。一体型液晶パソコンならではの省スペー

ス設計で、オフィスのデスクやリビングテーブルの上でもゆったりと

使えます。さらにキーボードは、本体幅に合わせたテンキー付きコン

パクトキーボード、マウスは画面スクロールに便利なホイールマウス

を標準装備しています。

高音質再生を実現｡専用ボックス型スピーカー

専用のボックス型スピーカーを内蔵。密閉型バスレフダクト構造の採

用により、クリアな中高音と迫力のある重低音の再生が可能になりま

した。音楽CDの再生でも美しいサウンドが楽しめます。

〈当社従来17型CRTデスクトップパソコン比〉 ＊4：スタンドも含めると190mm｡

持ちやすい取っ手付きで移動もラクラク

移動時の持ちやすさを考慮して､取っ

手のへこみ部分を深くするなど､形状

も工夫。手軽に部屋から部屋へと移動

できます。

見やすく使いやすいチルト＆スイーベル機構

画面のチルト角は前後に19°(前4°､後15°)､正面の向きは左右120°(左

60°､右60°)の範囲で調整できます。オペレーション時にベストポジショ

ンへと簡単に調整できます。

インタフェースはまとめてレイアウト

シリアル､パラレルインタフェースを

パソコン側面の下部にまとめてレイ

アウト。プラグやケーブルもスッキ

リとまとめられ､スタイリッシュなデ

ザインを損なうこともありません。

4°
15°

120°

いますぐ始められる簡単インターネット

インターネットが手軽に楽しめるK56flex/V.90に対応したモデムを標準装

備。ASAHIネットやAOLなどお気に入りのプロバイダーに即加入できる特

典付オンラインサインアップソフトもプレインストール。インターネットや

電子メール､パソコン通信がはじめての方でもすぐに利用できます。さらに

パソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソ

フト「PostPet」を用意。電子メールでのコミュニケーションがさらに大き

く拡がります。

〈 特 典 例 〉

●ASAHIネット……………………

通常入会金2000円が無料

●AOL………………………………

1ヶ月以内で100時間無料アクセス
※ただし電話料金はお客さまのご負担となります。

約387�
mm

約450mm

約376mm

約160mm＊4

■Intel®CeleronTMプロセッサ466MHz
Pentium®Ⅱと同等の処理能力を備えながらコストを抑えた高速

CPU。3Dグラフィックス処理などに実力を発揮。

■標準64MB､最大256MBのメインメモリー
ボード上に2つあるDIMMソケットの1つに､シンクロナスDRAM

64MBメモリーを標準で搭載。

■ATI社製のRAGE LT PRO
AGP2×対応のビデオコントローラーを採用。8MBのSDRAM搭載

でマルチディスプレイでもフルカラー表示をサポート。

■大容量10.2GBハードディスク
Ultra ATA対応の高速･大容量タイプ。大量の画像データの保存にも

余裕で対応。

■最大24倍速CD-ROMドライブ
CD-ROMに記録された大量のデータをストレスなく読み出せる24

倍速ドライブを装備。音楽CDの再生も可能。

■省エネルギー機能
ACPIをサポート。キーボードにSleepキーを装備。｢ENERGY

STAR規格｣に対応｡

卓越した基本性能を物語るハードウェアスペック

©1996-1999 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

カラーコーディネートにも対応､フロントパネルカラーリング

ディスプレイのフロントパネルは、透明感のあるトランスルーセン

ト素材を使用。パネル内のカラーシートを取りかえることでお好み

のカラーに変えられます。5枚のカラーシートが用意されていますの

でインテリアとのカラーコーディネートにも対応できます。

鮮明高画質､スーパーTFT液晶ディスプレイ

ディスプレイは画面表示の美しさに優れた15型＊2スーパーTFT液晶

ディスプレイを搭載。暗いところはクッキリと、明るいところは

スッキリと、コントラストの明確な映像表現を可能にしています。

さらにCRTディスプレイに迫る広視野角160°を実現。上下左右、

どのアングルから見ても画面は鮮明。XGA対応の1,024×768ドット､

最大1,677万色＊3の高精細表示が可能です。
＊2：15型は3105ST46Mに搭載。3104ST46Mは14.1型を搭載。
＊3：3105ST46Mの場合。3104ST46Mは26万色。

デジタルカメラ編集もおまかせ

デジタルカメラの画像データを取り込めるUSBポート対応のPCカー

ドリーダ/ライタ＊1を標準添付｡さらに､写真合成やカード､アルバム､プ

リクラ風シールが手軽に作れる「メディアシェフ/あるばむ」と「メディ

アシェフ/ぷりんと」をプレインストール。メニュー画面に従った簡単

操作で､デジタルカメラ編集が行えます。

グリーングラデーション

※各カラーシートを裏返して装着すれば､“ピュアホワイト”になります｡

花　柄 オレンジフラッシュ グリーンモザイク レイヤー調

▼写真は｢グリーングラデーション｣を
装着しています｡（出荷時標準）

▲TFT液晶画面

tスーパーTFT液晶画面

※画面は､15型スーパーTFT液晶ディスプレイと当社従来TFT液晶ディスプレイを室内で同一
条件のもとに､左約30 ､゚上約15 の゚角度から撮影した実写です｡

高画質･高性能がスタイリッシュに使いこなせる､楽しさ拡がるプリウスワールド｡

＊1：SCMマイクロシステム･ジャパン株式会社製PCカードリーダ/ライタ(型名:PCD-32USB)が添付されます｡
本品は当社の保守･問い合わせのサポート対象外です｡直接メーカーにお問い合せください｡
SCMマイクロシステム･ジャパン株式会社ユーザーサポート　TEL.03-5489-8307

▲｢メディアシェフ/あるばむ｣で思い出づくり!!

▲｢メディアシェフ/ぷりんと｣で
ハガキやプリクラ風シールもカンタン!!

▲PCカードリーダ/ライタ

●3105ST46M ●3104ST46M
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＊1：最大容量まで拡張する場合は､搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。＊2：容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイト
としています。＊3：56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。＊4：USB対応周辺機器全ての動作を保証するものでは
ありません。＊5：ショートサイズ(100mm×174mm以下)。＊6：スタンドを含む。＊7：エネルギー消費効率とは､省エネ法で定める測定方法により測定された消
費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。＊8：PCカードリーダ／ライタは､当社の保守・問い合わせの対象外です。

日立Prius FAX情報BOX

Prius 310M 3105ST46M

●Priusシリーズの商品情報､イベント情報､Q&A
などをお送りしています。

●インターネットおよびパソコン通信を通じて
Priusシリーズの情報をお送りしています。

お手元のFAXからFAX情報センターに電話してください。
03-5972-8855（東京）06-6306-9901（大阪）
＊24時間受け付けております。通話料金はお客さまのご負担となります。

情報提供サービス

ご質問はFLORA安心コールセンターへ
お気軽にどうぞ。

1年間無償保証(無償引き取りサービス付き)
●FLORA安心コールセンターにご連絡ください。お引き取りにお伺いし、
修理完了後お届けいたします。
●持ち込み拠点は秋葉原1dayプラザ1ケ所となります。（TEL：03-3258-2147、
営業時間：11：00～19：00 年中無休年末年始除く）
●本製品の海外での保守・技術サポートは対象外となります。

70120-8855-96
または､03-3298-6750 (通話料金はお客さまのご負担となります。）
ご利用時間9:30～22:00(平日)  10:00～18:00(土､日､祝日)＊2000年１月１日も営業します。

●技術的なご質問には｢FLORA安心コールセンター｣が
平日は夜10時までサポート｡操作方法などについても､
親切におこたえします。

＊パソコンにインストールおよび添付されているアプリケーションや機器の
増設に関しては､開発元や販売店にお問い合わせください。
＊西暦2000年問題対応窓口をFLORA安心コールセンター内に開設しました｡
お気軽にお問い合せください。

インターネット

NIFTY SERVE

アクセス方法
名称「Prius World」
アドレス　http://prius.hitachi.co.jp/

名称「HITACHI Forum」
アクセスコマンド　GO FHITACHI

■FLORA Prius 310M用オプション機器

■FLORA Prius 310M仕様

※上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

品　名
SDRAMメモリーボード64MB(DIMM) PC-MH4064 60,000円 64MB×1

128MB×1120,000円PC-MH4128SDRAMメモリーボード128MB(DIMM)

型　名 標準価格(税別) 備　考

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

日立製作所･PC事業部は､環境マネジメ
ントシステムに関する国際規格ISO
（国際標準化機構）14001の審査を受け､
登録された事業部です｡当事業部では､
製品の開発および製造段階における環
境問題に積極的に取り組んでいます。
登録番号：EC97J1108
登録日：平成9年10月28日

●Microsoft､Windows､Windows NTは､米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です｡●Intel､Pentium､CeleronおよびIntel Insideのロ
ゴは､ Intel Corp.の商標または登録商標です｡●Netscapeは､Netscape Communications Corp.の米国およびその他の国における登録商標です｡●Sound Blasterは､Creative
Technology Ltd.の商標です｡●ハイパーダイヤは(株)日立情報システムズの登録商標です｡●使手帳は､日立中部ソフトウェア(株)の商標です｡●Power Cinema EXは､カ
ノープス(株)の商標です｡●SoftSynthesizer S-YXG100plus､XGstudio､Relax Island､クラシック名曲100選､めちゃらく作曲名人､ジャカジャン､MidRadioプレーヤー
はヤマハ(株)の商標です｡●ニフティサーブでインターネットは､ニフティ(株)の商標です｡●PostPetは､ソニーコミュニケーションネットワーク(株)の登録商標です｡
●KaraOK!は､(株)フェイスの商標です｡●AngelLineは､日本電信電話(株)の商標です｡●BitWareは､米国ComputerAssociates International,Inc.の登録商標です｡●K56flexは､
Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの商標です｡●XGAは､米国IBMの登録商標です｡●その他､記載の会社名､製品名は､各社の商標または登録商標です｡
●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を満たしていると判断します｡●｢実写です｡｣
と記載している以外の画面はハメコミ合成ですので､実際の画面と異なることがあります｡●記載されている内容･仕様･価格は､平成11年10月現在のもので､予告
なしに変更する場合があります｡また､製品写真は出荷時のものと異なる場合があります｡●本製品は日本国内仕様であり､当社では海外での保守サービスおよび
技術サポートは行っておりません｡●本製品にプレインストールしているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムは当社のサポートの対象
外となります｡●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が故障ではありません｡予めご了承ください｡●長時
間連続運転すると製品寿命が低下する場合があります。●本製品の保守部品の保有期間は､製造終了後原則6年です。●本製品を輸出する場合には､外国為替お
よび外国貿易法の規制をご確認の上､必要な手続きをお取りください｡なお､ご不明な場合は､当社までお問い合わせください。

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
｢ユーザーズガイド｣をよくお読みのうえ､おまもりください。

デジタルメディアグループ

Printed in Japan(H)
1999.10PR-023

FLORA Prius 310M

Intel®Celeron™プロセッサ 466MHz

66MHz
Intel社 440ZX AGPset

64MB（64MB×1、シンクロナスDRAM）
256MB＊1（128MB×2、シンクロナスDRAM）

2（うち1つは使用済み）
32kB（CPUに内蔵）
128kB（CPUに内蔵）

ATI社 RAGE LT PRO（AGP2×）
8MB（SDRAM）

26万色
26万色
26万色

1,677万色
1,677万色
1,677万色

640×480ドット時1,677万色､800×600ドット時1,677万色､1,024×768ドット時1,677万色､1,280×1,024ドット時1,677万色

3.5型（1.44MB/1.2MB/720kB）×1
10.2GB（Ultra ATA対応）

最大24倍速（Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応、E-IDE）
ステレオ16ビット、48kHz （Sound Blaster Pro 互換）、3Dサウンド対応

ボックス型高音質ステレオスピーカー内蔵（1.0W×2）（ハードウェアボリューム付き）
ソフトウェアMPEG（MPEG1、VideoCD2.0対応）

DATA56,000bps＊3、FAX14,400bps（K56flex方式、V.90規格準拠）
RS-232C準拠（D-Sub9ピン×1） 16550A互換

セントロニクス準拠（D-Sub25ピン×1） ECP/EPP対応
2ポート（コネクタ4ピン）

PS/2タイプ（ミニDIN 6ピン×1）
PS/2タイプ（ミニDIN 6ピン×1）

アナログRGB（ミニD-Sub15ピン×１）
S映像出力端子×1

ラインアウト、ラインイン、マイク、MIDI/Joystick
ライン×1、PHONE×1（モジュラーコネクタ4ピン）

PCI×1(1)＊5、モデム専用PCI×1（FAXモデムに使用済み）
OADG109配列準拠キーボード（ワンタッチキー付き）

PS/2マウス（ホイールマウス）
376(W)×190(D)＊6×387(H)mm

約8.6kg
約50W(最大:100W､サスペンド時:16W)

R
0.029 0.028

約55W(最大:100W､サスペンド時:15W)

100V  50/60Hz（メインスイッチ付き）平行2Pコンセント
Microsoft

®
Windows

®
98 Second Editionインストール済み

Microsoft
®
Office2000 Personalインストール済み

たちまち翻訳英日翻訳支援システム､PostPet for Windows､Microsoft
®
Internet Explorer 5.0､オンラインサイ

ンアップソフト(AOL/ASAHIネット/So-net/ODN/DION)､Cheyenne BitWare､ニフティサーブでインターネッ
ト､Angel Line for Windows､SoftSynthesizer S-YXG100plus､MidRadio プレーヤー､クラシック名曲100選
/Relax Island､メディアシェフ/あるばむ､メディアシェフ/ぷりんと､わくわくナビ､ハイパーダイヤ､使手帳
Netscape Communicator､KaraOK!､ジャカジャン､GAME PACK for HITACHI V､PowerCinema
EX､XGstudio､めちゃらく作曲名人､Digital Movie Studio､MPEG静止画アニメーション､連続写真､
AVI-MPEG変換､自動作曲､with me ユーティリティセット､Acrobat Reader､VirusScan
PCカードリーダ/ライタ＊8､カラーシート(4枚)､モデムケーブル､ACケーブル､一括インストールCD､各種マニュアル

オープン価格

14.1型スーパーTFTカラー液晶 15型スーパーTFTカラー液晶

3104ST46M 3105ST46M

品　名
型名
CPU
システムバスクロック
チップセット

メイン
メモリー

標準

キャッシュ
メモリー
ビデオコントローラー
VRAM

解像度
および
最大発色数

外部CRT接続
ディスプレイ
内蔵FDD
内蔵HDD＊2

内蔵CD-ROMドライブ
サウンド機能
スピーカー
MPEG再生機能
データ通信／FAX機能

インタ
フェース

キーボード
拡張スロット

マウス
外形寸法
質量
消費電力
省エネ法に
基づく表示

ソフトウェア

付属品
価格

OS
ワープロソフト･表計算ソフト

区分
エネルギー消費効率＊7

その他

プレインストール

バンドル

電源

シリアル
パラレル
USB＊4

キーボード
マウス
ディスプレイ
TV OUT
サウンド
FAXモデム

640×480ドット
800×600ドット
1,024×768ドット

1次
2次

最大
DIMMソケット

フリーダイヤル


