
オープン価格（オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。）�

シンプル操作で便利なソフトを統合したOffice 
2000 Personal｡ワープロ､表計算､電子メール､
情報管理など、使いやすい機能が充実しています。�

ワープロも表計算もカンタン。�

インターネットを面白く。�

［AI将棋、AI囲碁、AI麻雀］　�
手軽に楽しむのも良し、実
力アップのために本気で取
り組むのも良し。将棋や囲碁、
麻雀が思う存分に楽しめる
ゲームソフトです。�

家族みんなにうれしいね。�

みんなに頼もしい情報源。�

音楽も映像も手軽に楽しめる。�

［Microsoft   Office 2000 Personal］�

統合ソフト�

かわいいペットが電子メー
ルを運ぶ､おちゃめなメー
ルソフト。8種類のかわい
いペットたちが､あなたの
メールを配達します｡�

［PostPet for Windows］�

メール�

英語のホームページを日本語に翻訳。InternetExplorer5.5､
Word2000の文書を直接翻訳できます｡�

［たちまち翻訳］�

英日翻訳�

索引語約48万語･本文約7,000万字､モノクロ図版
約10,000点を収録｡画面のガイドに従った簡単操作�
で､目指す知識へアクセスできます。�

［世界大百科事典 第2版］�

百科事典�

時刻表をベースに、出発時間、
到着時間から、路線案内や所要
時間・運賃が素早くわかります。�

［ハイパーダイヤ］�

乗り換え案内�

ゲーム�

［らくらく家計簿ゆとりちゃん］�
とても使いやすい家計簿ソ
フトです。日記欄や健康管
理のための健康ページ、税
の豆知識などもついて、毎
日の暮らしをサポートします。�

家計簿�

［クラシック名曲100選／Relax Island］�
MIDIで作られたクラ
シック＆BGMのライ
ブラリーが楽しめます。�

BGM

［WinDVD2000］�
DVDソフトを再生する
プレイヤーソフトです。�

DVD

［めちゃらく作曲名人］�
遊び感覚で簡単に
MIDI音楽を作曲でき
ます。�

作  曲�

▲世界大百科事典�
 　©株式会社 日立システムアンドサービス�

▲世界大百科事典(平凡社)の知識を大活用｡�

※書籍に掲載されている図版の内､カラ
ー図版および一部のモノクロ図版は
収録されておりません｡また百科年鑑
も収録されておりません。�

▲Relax Island

置き場所を選ばない�

コンパクト設計�
動画もクッキリ鮮明表示�

14.1型スーパーピュアカラー液晶�
DVD-ROMまたはCD-ROM

選べるドライブ�

フローラ プリウス 一体型スリムデスクトップ�

　 03-3298-6750一般回線�

    0120-5454-40

　 0120-8855-96

インターネット�
「名称：Prius World」�

アドレス：�
http://prius.hitachi.co.jp/

@nifty�
「名称：HITACHI Forum」�

アクセスコマンド：GO FHITACHI

日立Prius�
FAX情報BOX

お手持ちのFAXからFAX情報センターにお電話ください｡�

製品についてのお問い合わせはこちらへ！�

FLORA安心コールセンター�

ご利用時間（年中無休（1/1を除く）） �

9:30～22:00（平日） 10:00～18:00（土日･祝日）�

万が一の初期トラブルについてはこちらへ！�

日立FLORA PC納品相談センター�
一般回線�046-236-3076

＊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�
  元にお問い合わせください。�
＊サポートは日本国内に限らせていただきます。�

03-5972-8855（東京）�
06-6306-9901（大阪）�

有償引き取りサービス�
●本サービスは修理品の引き取りお届けサービスであり、有償修理時の修理代金については
別途、保守担当会社よりご請求申し上げます。●お引き取り・お届け場所が違う場合は、同一
県内のみお引き受けいたします。 ●時間指定はご容赦ください。（午前・午後の選択は可能）�
＊あらかじめケーブル類を外し、梱包できる場所までパソコンをお運びください。●お引き取り前に、
一切の増設機器は取り外してください。●お届け時のセットアップはいたしません。●またパソ
コンに記録されているデータについても保証いたしかねますので、重要なデータについてはあらか
じめバックアップしておいてください。�

修理費用�修理�
サービス�

修理サービスの内容�

保証期間中� 保証期間終了後�

無償�引き取り�
修理�

有償�

無償保証期間中は安心コールセンター
にお申し付けいただければ､弊社負
担でご都合の良い日時に修理品をお引
き取りに伺い､修理完了後お届けします｡�

「故障かな？」と思ったら「FLORA安心コールセンター」にお問い合わせ下さい。商品の故
障の場合、無償保証期間中ならお引き取りに伺い、修理完了後にお届けする「無償修理
サービス」がご利用いただけます（その際、保証登録書または保証登録書のコピーを添付
してください）。また、無償保証期間終了後や無償修理期間中でもお客様の責任による修
理などの場合は「有償引き取りサービス」がご利用いただけます。�
�

平日は夜10時までの長時間サポート。� 修理の際には、お引き取り・お届けをいたします。�
�

充実の情報提供サービス。�

みなさまのパソコンライフをバックアップ�

役に立つ多彩なソフトをプレインストール�

［BeatJam X-TREME］�
音楽ＣＤからデータを
デジタル録音し、編集
・管理できます。また
趣味や音楽のジャン
ルに合わせて、24種
類の中から好みの
Skinを選べます。�

音楽編集�

（300R4SDのみ）�

�

無償修理サービス�
　　　　　日立FLORA Priusは､1年間無償保証です。�
本内容は2000年春モデル以降の適用となります。以前のモデルについては､製品カタログ
及び製品添付の保守規約をご参照ください。�
※修理に関する運送費用は無償保証期間中は、弊社負担とさせていただきます。�

●お客様で増設された機器は、すべて取り外してください。●他社製品の保証はいたし
かねます。●パソコンに記録されているデータについては保証いたしかねますので、重要な
データについては必ずバックアップをお取りください。�

 ©1999-2000 Sony Communication Network �
�Corporation. All rights reserved.

ご購入後一ヵ月以内のハードウェアトラブルについては上記の「日立FLORA PC納品相談セ�
ンター」までお問い合わせください。それ以降は上記「FLORA安心コールセンター」にて承ります。
なお、インターネット接続についても､こちらでお問い合わせをお受けいたします。�

Windows  Millennium Edition搭載�R

［300R4SD］Prius 300R

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12

登録番号：EC97J1108
登録日：平成9年10月28日�

安全に関するご注意�

デジタルメディアグループ�

70120-8855-96

9:30～22:00
または､03-3298-6750 （通話料金はお客さまのご負担となります。）�

ご質問はFLORA安心コールセンターへお気軽にどうぞ。�

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。�

2000.9PR-042

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。�

日立製作所･インターネットプラット  
フォーム事業部は､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｡�

（
平
日
）�

10:00～18:00
ご利用時間／�

（土､日､祝日）�
年中無休�
（1/1を除く）�

�

■FLORA Prius 300R用オプション機器� ※下記価格の他に、別途消費税が必要となります。�

品　名�
メモリーボード64MB（DIMM）�
メモリーボード128MB（DIMM）�
フロッピーディスク装置�

PC-MK4064A�
PC-MK4128A�
PCT-UF2230

17,000円�
35,000円�
8,000円�

SDRAM 64MB×1(100MHz対応)�
SDRAM 128MB×1(100MHz対応)�
USB仕様。3.5FDD(1.44MB/1.2MB/720KB)ケーブル長：約700mm

���
���

型　名� 希望小売価格(税別) 備　考�

■フロッピーディスク装置�
PCT-UF2230［別売オプション/希望小売価格8,000円(税別)］�

� FLORA Prius 300R

Intel  Celeron  プロセッサ 600MHz® TM

66MHz
Intel社  810E

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

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

チップセットに内蔵�
メインメモリーと共有�

640×480ドット時：26万色/800×600ドット時：26万色/1,024×768ドット時：26万色�
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�

30.0GB(Ultra ATA対応) 15.0GB(Ultra ATA対応)

DVD-ROM：最大6倍速､CD-ROM：最大24倍速� CD-ROM：最大24倍速�

ステレオ16ビット、48kHz （Sound Blaster Pro 互換）、3Dサウンド対応�
ステレオスピーカー内蔵（1.0W×2）�

DATA最大56,000bps　、FAX14,400bps（K56flex対応、V.90規格準拠）�＊3

4ポート（コネクタ4ピン）(うち1つはキーボードで使用済み)
アナログRGB（ミニD-Sub15ピン×１）�

ラインアウト、ラインイン、マイク、ヘッドホン�
ライン×1、PHONE×1（モジュラーコネクタ4ピン）�

ロープロファイルPCI×2　(うち1つはFAXモデムで使用済み）�＊5

OADG109配列準拠キーボード（ワンタッチキー付キー）USB接続、USBハブ1ポート�
USBマウス（ホイールマウス）�

394(W)×210(D)　×405(H)mm＊6

＊9

約8.5kg

R
0.016

約56W(最大：100W､サスペンド時：21W)

100V  50/60Hz 平行2Pコンセント�
Microsoft   Windows   Millennium Edition ® ®

Microsoft   Office2000 Personal®

PCカードリーダ／ライタ   、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�

14.1型スーパーピュアカラー液晶�

300R4SD 300R4SC

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/最大�

キャッシュメモリー�
ビデオコントローラー�
VRAM
解像度及び最大発色数�
外部CRT接続�
ディスプレイ�
内蔵HDD＊2

内蔵DVD-ROMドライブ／�
CD-ROMドライブ�

サウンド機能�
スピーカー�
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

WinDVD 2000DVD視聴ソフト�
ワープロ他�

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�

USB＊4

ディスプレイ�
サウンド�
FAXモデム�

1次/2次�
DIMMソケット�

ー�

■FLORA Prius 300R仕様�

Printed in Japan（H）

＊8

たちまち翻訳､PostPet for Windows､Microsoft® Internet Explorer 5.5､オンラインサインアップソフト
(DreamNet/AOL/ASAHIネット/So-net/ODN/DION)､Cheyenne BitWare､@niftyでインターネット､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､わくわくナビ､ハイパー
ダイヤ､Acrobat Reader、世界大百科事典 第2版､めちゃらく作曲名人､AI将棋、AI囲碁、AI麻雀、BeatJam X-TREME   、
らくらく家計簿ゆとりちゃん、筆ぐるめ、キーボードファイター�

KaraOK!､ジャカジャン､VirusScan、DreamNet関連ソフト（Odigo、i-Maker、Homestead）、XGStudio

●Microsoft､Windows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､CeleronおよびIntel Insideのロゴは､ Intel Corp.の商標または登録商標
です｡●キーボードファイターは(株)ジャストシステムの登録商標です。●BeatJamは、(株)ジャストシステムの商標です。●Dolby､ドルビー､及びダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標
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｡●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｡●@niftyでインターネットは､ニフティ(株)の商標です｡●DIONは第二電電(株)の登録商標です。
●ODNは日本テレコム(株)の商標になります。●AI将棋、AI囲碁、AI麻雀は、(株)アイフォーの登録商標です。●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｡●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｡●WinDVDは
InterVideo,Inc.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｡※世界大百科事典第2版は、世界大百科事典 第2版 
CD-ROM2枚組（検索ディスク、インストールディスク）。�
●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製品に関する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12年9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｡●本製品には、有寿命部品が使用されています。長期間連続して使用する場合は、保守による部品交換（HDDなど）が必要となります。●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。●本装置は、通商産業省通知の家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。●本製品を輸出する場合には､外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理
関連法規など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。�

2000  9�
�

（Word2000、Excel2000、Outlook  2000、Bookshelf  Basic）�® ®

   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：増設ボードサイズ64mm×
167mm以下。通常のPCIボードは使えません。 ＊6：スタンド含む。＊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：MP3データは再生のみの対応になります。MP3へのデータ変換機能はありません。＊9：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。�

�＊�



�

※300R4SCの場合はCDコントロールになります。�

●ＤＶＤ-ＲＯＭドライブ搭載�

ＤＶＤを高画質＆迫力サウンドで楽しめる。�

�

▲TFT液晶画面�

※当社TFT液晶画面との実写比較｡�

6倍速DVD-ROMドライブ搭載｡人気のDVDビデオディスクが高画
質で画面にいっぱいに映し出せます｡�

「ＰＣカードリーダ/ライタ」で取り込んだデジタル
カメラの静止画映像を自在に編集。作成した�
アルバムをスライドショーしたり、ホームページに変換
できます。�

ドルビーヘッドホン機能を搭載｡お手持ちのヘッドホンを本体に差し
込むだけで､まるで映画館で聴いているようなリアルで迫力のある
デジタル3Dサウンドが楽しめます｡�

動画がキレイな�
　　　　　　　　　　　搭載。�
ディスプレイは画面表示が美しい14.1型スーパーピュアカラー液晶
ディスプレイを搭載｡コントラストのある映像を表現します｡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｡1,024×768ドット（XGA）､最大26万色の高精細表示
が可能です。�

ドルビーヘッドホンとは､通常のヘッドホンを使ってあたかもスピーカーからの音声を聴いているかの様に感じさせる技
術です｡映画などの5.1chDVDタイトルを視聴している場合に実際の5.1chスピーカーシステムから聞こえてくるのと同
様の波形をヘッドホンを通して各々の耳に伝えることにより､これまでのヘッドホンで聴いていた感覚よりもリアルな
感覚で視聴することができます｡�

｢PCカードリーダ/�
ライタ｣添付�

デジタルカメラ画像を編集。�
�

年賀状、はがき、封筒などのレイアウトや宛名書き
が可能。また、2000種類以上のイラスト集や500
種類以上の文例集がついています。�

オリジナルはがきがつくれる。�
�

高度な専門知識は｢世界大百科事典｣がしっかりサポート｡索
引語約48万語･本文約7,000万字､モノクロ図版約10,000点
を収録｡画面のガイドに従った簡単操作で､目指す知識へアク
セスできます。�

［世界大百科事典 第2版］�

知識と教養を拡げる強い味方。�

�

「わくわくナビ」なら情報探しも、�
アプリケーション起動も簡単。�

●�停止�

●�再生/ポーズ�

●�チャプター移動�

●�ミュート（消音）�
●�音量調節�

�

ワード 2000

筆ぐるめ�

わくわくナビ�

インターネット�

Eメール�

今すぐ始められる�
簡単インターネット＆Ｅメール。�
ワンタッチキーでインターネットもEメールも簡
単にアクセスできます｡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｡インターネットが初めて�
の方でも手軽に利用できます｡さらに人気
のメールソフト｢PostPet｣を用意しています。�

ASAHIネット�…………………………�通常入会金2000円が無料�
AOL………………………………�

ドリームネット�…………………………�60日間接続料金無料�

1ヵ月以内で100時間無料アクセス��
※ただし電話料金はお客様のご負担となります。�

〈 特 典 例 〉 �

動画も静止画もキレイに楽しめます。�

DVDコントロール� ワンタッチキー�

場所を選ばない。�
�奥行きわずか約16cmのコンパクト
なボディを実現｡設置スペースを選
ばず､ワークスペースも十分にキー
プできます｡パールホワイトを基調
としたシンプルなフォルムは､リビン
グに置いてもスッキリと映えます｡�

充実のインタフェース。�
�USB×4ポートを装備｡デジタ
ルカメラ､スキャナ､USB接続
FDドライブなど､周辺機器との
接続が便利です｡ロープロファ
イル規格(64×167mm)に準
拠した､省スペースPCI×2スロッ
トを標準装備するなど､優れた
拡張性を実現｡さらに、背面の
アクセスドアを開ければメモリー
の増設も簡単にできます。�
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DVD-ROMドライブ、大容量ハードディスクを搭載。�CD-ROMドライブを搭載したスタンダードモデル。�
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300R4SC

�
インターネットもＥメールも、ラクラク使いこなせる。�

みんなにうれしいソフトも充実。�
カンタン高性能パソコン“Prius 300R”新登場。� 18のジャンルから、ホームページやアプリケーションがボタン１つで、簡単に

呼び出せます。たとえば、おいしい料理が手軽に楽しめるレストランを見つ
けたいなら＜グルメ＞、家族で行く旅行先を探したいなら＜トラベル＞など、
知りたい情報へ簡単にアクセスすることができます。さらに、お気に入りの
ホームページやアプリケーションも、大きくて使いやすいアイコンに登録して、
すぐに起動することができます。�

みんなが安心して使えます。�
●わかりやすいマニュアル付属�
付属のマニュアルをテーマごとの分冊にして、わかりやすく説明。スター
トブックから順番に読んでいけば、初めての人でも知らず知らずのうち
にマスターできる工夫をこらしました。�

３種類のゲームを楽しみながら、キーボードの打ち方の
練習ができるソフトです。ローマ字入力にも、かな入力
にも対応。ローマ字の修得にも効果を発揮します。�

●ドルビーヘッドホン�

（300R4SDのみ）�

�■チルト機構� ■省エネルギー機能�■フロントオペレーション�
使いやすさも充実� 画面のチルト角は前後に19°(前4°､後15°)の

範囲で調整できます。�
DVD-ROM､CD-ROMドライブは､ディスクの出し入
れがしやすい前面配置｡�

キレイな液晶� はじめてでも簡単に楽しめます。�ラクラク操作�

スリム省スペース�

●キーボード練習ソフト「キーボードファイター　」�

▲世界大百科事典 
    ©株式会社 日立システムアンドサービス�

▲世界大百科事典(平凡社)の知識を大活用｡�

※書籍に掲載されている図版の内､カラー図版および一部のモノクロ図版は収録されておりま
せん｡また百科年鑑も収録されておりません。�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows　 Millennium Edition搭載。�

ドルビーヘッドホンはDVD再生ソフト「WinDVD2000」で実現する機能です。�

サッと運べるコンパクト、パッとつながるカンタン接続。�お役立ちソフト�楽しさ便利さが、ますます広がります。�

［筆ぐるめ］�［メディアシェフ/あるばむ］�

※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わせください。�
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
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持ち運びもらくらく�
｢キャリングハンドル｣�

ACPIをサポート。キーボードにSleepキーを装備。
｢ENERGYSTAR 基準｣に対応｡�®


