
など
卒業論文

オンライン授業
プレゼンテーション
就職活動

ゼミ活動
レポート作成・提出

型番・カラー ディスプレイ 軽さ バッテリー
　駆動時間＊1メモリCPU Windows Hello

対応認証機能SSD＊6

顔認証センサー＊3

OS

Windows 10 Home 128GB 
SSD＊5

8GB
（交換不可） 約989gインテル® Core™ i3-1115G4

プロセッサー
13.3型 HD

（ノングレア） 約18時間

＊1 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook 
あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。　＊2 無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。これらのテストは信頼性データの収集のため
であり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。　＊3 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護
を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シー
トをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります　＊4 市販のThunderbolt™ 4対応周辺機器が必要です。　＊5 SSDはソリッドステートドライブ（Solid State 
Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。　＊6 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。
※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

A69EG3P22LW1
（パールホワイト）

入力しやすいキーボード

顔を向けるだけでサクッとサインイン
赤外線顔認証＊3

薄くて軽いモバイルノートなら、
いつでも好きな場所で使用できます。
また、入学後すぐに必要な履修登録も
パソコンがあればスムーズに行えます。

新しい大学生活が、
ここから始まる。

毎日持ち歩ける！ 約989gの軽量スリムボディ
一日使える約18時間のバッテリー駆動＊1

安心の堅牢性
アメリカ国防総省制定のMIL規格に
準拠した耐久テストをクリア＊2

ハイパフォーマンス
第11世代 インテル®  Core™ i3
プロセッサー搭載

使い勝手に配慮された充実のインターフェース

大学生活にパソコンは必需品！

ビデオ通話での意図しない映り込みを防げる
Webカメラシャッター搭載

❹ ❺ ❻ ❽❼

右側面部

❶ ❸❷

左側面部

プレミアムモバイルノート GCX83 4年保証4年保証
安心の

❶microSDカードスロット
❷USB 3.1（Gen1）
❸LAN

❹セキュリティロック・スロット
❺Thunderbolt™ 4＊4
（USB4™ Type-C）コネクタ×2

❻HDMI®出力端子　
❼USB 3.1（Gen1）
❽マイク入力/ヘッドホン出力端子

学校でも カフェや
自宅でも



■ハードウェア仕様

モデル名（カラー）／型番

Windows 10 Home 64ビット（※2）（※3）

1年保証（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）

4年保証（持ち込み修理4年）（※13）

約989g

　  約306.0（幅）×210.0（奥行）×17.9（高さ）mm

ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB、ACアダプター、電源コード　他

顔認証センサー、 TPMセキュリティチップ（TCG Ver2.0準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット

AC100V～240V、50/60Hz（※11）

約11W（65W）

約18.0時間

ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）

86キー（JIS配列準拠）、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm

  マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.1（Gen1）×2、Thunderbolt™ 4（USB4™ Type-C）コネクタ（電源コネクタ）×2、
LAN（RJ45）×1、HDMI® 出力端子×1

有効画素数 約92万画素

Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）（2.4Gbps） +IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠（※6）、
Bluetooth® ワイヤレステクノ ロジー Ver5.1 準拠（※7）（※8）

128GB SSD（PCIe対応）（※5）

8GB（8GB×1）/16GB（DDR4-3200）（※4）

  13.3型ワイド（16：9）HD TFTカラー LED液晶（ノングレア）（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット

インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー

保証
 

質量（※12）

外形寸法（突起部含まず）

付属品

セキュリティ

ACアダプター

標準消費電力（※10）（最大）

バッテリー駆動時間（※9）

ポインティングデバイス

本体キーボード

インターフェース

Webカメラ

通信機能

SSD

メモリ

ディスプレイ

CPU

プレインストールOS（※1）

dynabook GCX83
（パールホワイト）

A69EG3P22LW1

管理番号 bunkyo-11

＊無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。
これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性を
お約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

アメリカ国防総省制定「MIL規格」に
準拠したテストをクリア＊！

dynabookオリジナルアプリ「TruRecorder（トゥルーレコーダー）」
搭載。音声を分析して、話し手を10人まで識別可能です。話者ごと
に色分けされるので誰が話しているのか一目瞭然！ さらに録音時に
聞き直したいところにマークを付けておけるので、大切な講義などを
録音しておいて、あとで聞きたいポイントから再生できます。

MIL規格とは、アメリカ国防総省が調達する物資に対して制定した
品質基準です。世界でも過酷な基準として知られ、dynabook 
GCX83は、落下や振動、衝撃、粉塵、温度変化など10項目の耐久
テストをクリア＊しました。

音声を視覚化できる
ボイスレコーダーアプリ

安心の堅牢性 便利なオリジナルアプリ搭載

※1.　Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。　※2.　Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をすることはできま
せん。　※3.　プレインストールされているOSのみサポートいたします。　※4.　本体の構造上メモリの交換・増設はできません。　※5.　「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 
※6.　5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。
IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/WPA2™（AES）/WPA3™（AES）に設定する必要があります。 
※7.　2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。　※8.　Bluetooth® Version1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、
3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。　※9.　一般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（Ver.2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/ 
detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報

（https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。　※10.　OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 
※11.　付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。そのほかの国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのう
え、ご使用ください。　※12.　本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。　※13.　4年保証は、指定の大学生協窓口にお持ち込みいただいた場合のみ有効です。

PCリサイクルマークがついた当社PCは、排出時に
新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

PCを回収・リサイクル「RoHS指令」に
対応

PCグリーンラベルの
基準（Ver.13）に適合 J-Moss

グリーンマーク

「J-Mossグリーン
マーク」に適合

https://dynabook.com/pc/eco/
jmoss/index.html

■主なソフトウェア ★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社
でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはパソコンで見るマニュアルをご覧ください。

注1）アプリケーションやシステムのリカバリー用データをストレージ内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめ
ストレージ内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDディスク/ブルーレイディスクに保存することを推奨します。また、DVD-RAMディスクへの書き込みはできません。
注2）OSが起動しないときに、ストレージ上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ストレージ上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではあり
ません。ストレージが破損している場合、またはストレージ上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗
号化されたファイル、または暗号化されたストレージからは、救助できません。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。  
※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。  
※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。
※本カタログ記載の内容は、本体工場出荷時の仕様です。学校指定のカスタマイズにより、セキュリティソフトなど搭載ソフトウェアが異なる場合があります。 
 

日本語入力システム Microsoft IME ★

インター
ネット/通信

インターネット
閲覧

Internet Explorer 11 ★

★Microsoft Edge    

 AV機能
静止画・動画管理 思い出フォトビューア ★

プレーヤー Windows Media Player ★

実用

ノート
アプリケーション Microsoft OneNote

ボイスレコーダー TruRecorder ★

データ移行
PC引越ナビ ★

バックアップナビ クラウド ★

リカバリーディスク
作成

dynabook
リカバリーメディアクリエーター   注1）★

サポート
ガイド・
マニュアル

おたすけナビ ★

パソコンで見るマニュアル ★

その他

データ復旧 dynabook ファイルレスキュー    注2）

データ消去 ハードディスクデータ消去機能

ユーザー登録 dynabook お客様登録

生協オリジナルソフト

ナレロー　成績上々 Office 365
大学生協PCプリインストール版

大学生の英語スタートダッシュソフト

わかる! 英語資格試験ガイド・
キャンパスイングリッシュ

情報倫理デジタルビデオ
小品集 7

就職活動応援コンテンツ

4年間活用シーン提案コンテンツ

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで
dynabook あんしんサポート 海外からのお電話、一部のIP電話などで、

いずれの電話番号もご利用になれない場合は、

※電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の
「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

安全に関するご注意

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、
当社の個人情報保護方針のページ［https://dynabook.com/corporate/privacy.html］をご覧ください。

このカタログの記載内容は2021年1月現在のものです。

［受付時間］
9:00-19:00

固定電話からのご利用はこちら 携帯電話、PHSからのご利用はこちら

ご購入日から5年以内の電話サポート料金は無料。5年経過後は有料となります。ご利用にはお客様会員・商品情報登録をしていただく必要があります。（COCORO MEMBERS会員登録）

0120-97-1048 通話料
無料 0570-66-6773 通話料

お客様負担 043-298-8780 通話料
お客様負担

dynabook あんしんサポートの詳しいサービス内容は、dynabook.comをご覧ください。

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 （NBF豊洲ガーデンフロント）

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel Insideロゴ、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3はWi-Fi Allianceの登録商標、あるいは商標です。
●DTSの特許については、http://patents.dts.comをご参照ください。DTS、シンボル、DTSおよびシンボルはDTS,Inc.の登録商標であり、DTS Audio ProcessingはDTS,Inc.の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
●USB Type-C™、USB-C™、USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●PCIeは、PCI-SIGの商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttps://dynabook.com/register.html
をご覧ください。■SSD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に
依頼（有料）してください。詳しくはhttps://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■本カタログ掲載のPC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくはhttps://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partslimit.htmをご覧ください。■Windows 10 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソ
フトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■お客様にライセンスされたソフトウェアは、ソフトウェアライセンスと保証条項に同意する必要があります。詳細は、「マイクロソフトライセンス条項（https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/OEM/Windows/10/Useterms_OEM_Windows_10_Japanese.htm）」を参照してください。■本カタログに記載のネットワークを利用し
たサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので､実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改
良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品
の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・
取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における使用上の注意に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSDの容量
は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製
品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）をご覧くだ
さい。■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2021年1月現在のものです。

各面、辺、角の26方向から
76cm落下テスト

前後・左右・上下の
各軸1時間の振動テスト


