
iBook
ノートブックコンピュータの世界に新たなスタンダードを打ち立てた
あの iBookが、さらに魅力的になって再登場。増強されたパワーとメモリ、
新しいカラーも加わった次世代の iBook。優れた性能と洗練のフォルムは
そのままに、いっそう豊富な選択肢が揃いました。

iBook. It’s iMac to go.



特　長

あらゆるモバイル環境に対応する洗練のデザイン
• 持ち運びやすい洗練されたフォルムと、魅力的
な3種類のカラー

• 解像度が高く鮮明なTFTアクティブマトリクス
液晶ディスプレイ

• 本体に収まる便利なハンドル
• 壊れやすいラッチのないユニークな開閉メカニ
ズム

優れた性能をお求めやすい価格で
• バックサイド二次キャッシュを搭載した、高性能

300MHzまたは366MHz PowerPC G3プロセッサ
• 1回の充電で最高6時間まで連続稼動が可能な
バッテリ*

• 4MB SDRAMビデオメモリ搭載の ATI RAGE
Mobilityグラフィックコントローラで、2D/3Dグ
ラフィックアクセラレーション、高度な
QuickTimeムービー再生、ゲームなどに対応

• 高速Ethernetインタフェースおよび内蔵56Kモ
デムを搭載**

スピーディで簡単なインターネットアクセス
• 数分でインターネットを始められるインターネッ
ト接続アシスタント

• Webブラウザやemailなどのインターネット用ソフト
ウェアをあらかじめインストール済み

• オプションの高速 AirMacワイヤレスネットワー
キングで、自宅や教室のどこからでも自在にネッ
トサーフィン

• ワンタッチで、Webブラウザやemailなど、よく使
うアプリケーションなどを起動可能

使いやすさ抜群、セットアップも簡単です
• 抜群の使いやすさで定評のあるオペレーティン
グシステムMac OS

• アプリケーションはすぐに使用できるようインス
トール済み

• 新しいコンピュータの操作方法を学べるインタ
ラクティブチュートリアル

• いつでも利用できる総合オンラインヘルプ

*機種および使用状況により異なります。

**実際のダウンロード速度はライン状況とインターネットサービスプロ
バイダのモデムにより異なります。

大人気の iBookが、いっそう魅力的になって再登場。メモリの容量と拡張性は従来機種の2倍、
ハードディスク容量も約2倍にパワーアップしました。もちろん、驚きのスピード、洗練されたデザ
イン、素早く簡単なインターネット接続など、iBookならではの優れた特長はそのまま。鮮やかなタ
ンジェリンとブルーベリーの2色に加え、美しい新色グラファイトを採用した、さらにパワフルなニュー
モデル iBook Special Editionも登場しました。

世界で絶賛された iBookのデザイン。モバイル環境を第一に考え、ディテールにまで気を配った設
計となっています。すっきりと本体に収まった持ちやすいハンドルを引き出せば、どこへでも気軽に
持ち運び可能。引っかかって壊れやすいポート類の蓋やラッチがないので、手持ちはもちろんバッ
クパックや車での持ち運びも安心です。さらに、1回の充電で最高6時間まで使用できるリチウムイ
オンバッテリを採用した iBookは、学校や出張先での忙しい1日にぴったりです。*

iBookの表示画面は、鮮明なカラー画像が楽しめる12インチTFTアクティブマトリクス液晶ディスプ
レイ。中枢となるPowerPC G3プロセッサは、タンジェリンとブルーベリーのモデルが 300MHz、
ニューモデルの iBook Special Editionが366MHzとなっています。その他、すべてのモデルに、
最大320MBまで拡張可能な64MBのメモリ、6GBハードディスクドライブ、CD-ROMドライブ、高
性能ATI RAGE Mobilityグラフィックアクセラレータが内蔵されています。

今すぐインターネットを始めたい方にとっても、iBookは理想のノートブックコンピュータです。内蔵の
56Kbpsモデム** 、10/100BASE-T Ethernetインタフェースをはじめ、必要なハードウェアとソフト
ウェアがすべて内蔵されているので、とても簡単にインターネットを始められます。iBookには、
Microsoft Internet Explorer、Microsoft Outlook Express、Netscape Communicatorのソフトウェ
アが含まれています。

さらに、アップルの新しいAirMacテクノロジーを使えば、家や学校、オフィスのほとんどどこからで
も、複雑なケーブルに煩わされることなく簡単にネットサーフィンができます。操作はいたってシンプ
ル。オプションのAirMacカードを iBookに装着し、AirMacベースステーションを電話回線やケーブ
ルモデム、DSLモデム、Ethernetネットワークに接続するだけで、ベースステーションから45メー
トル以内ならどこにいてもワイヤレスネットワーキングが楽しめます。1つのインターネット接続を複数
のコンピュータで同時共有したり、AirMacネットワーク上でユーザどうしが直接ファイルを交換する
ことも可能です。

さあ、お好みの一色を選んで、お気に入りの場所へ。iBookならではのハイパフォーマンスを存
分にお楽しみください。
iBook. It’s iMac to go.

iBook
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Appleトラックパッド
•正確なカーソルコントロールを提供するソリッドステー
ト方式Appleトラックパッド、タップ、ダブルタップ、ド
ラッグ機能をサポート

電力条件
•電源電圧：100～240V AC

•電源周波数：50/60Hz

•エネルギー消費効率：0.006（300MHz）、
0.0043（366MHz）

動作環境
•動作時温度：10～35°C

•保管時温度：–25～60°C

•相対湿度：20%～80%（結露しないこと）
•動作高度：0～3,048m

•最高保管高度：4,572m

サイズ/重量
•幅：344mm

•奥行き：294mm

•高さ（平均）：46mm（最も薄い部分で31.5mm、
最も厚い部分で52mm）

•重量：3.0kg

*実際のダウンロード速度は、ライン状況とインターネットプロバ
イダのモデムにより異なります。

技術仕様

プロセッサおよびメモリ
• 300または366MHz PowerPC G3プロセッサ
• 512Kバックサイド二次キャッシュを搭載
• 66MHzシステムバス、66MHzメモリバス
•浮動小数点演算ユニット内蔵、一次キャッシュ

64K（データ32K、インストラクション32K）
• 320MBまで拡張可能な 64MBの SDRAM、

256MBをサポートする1.25インチSO-DIMMス
ロット×1基（3.3V駆動、PC66準拠）

ドライブ
•約6GB Ultra ATAハードディスクドライブ内蔵
• 24倍速（最大）CD-ROMドライブ内蔵

ディスプレイ
• 12.1インチ（対角）アクティブマトリクス方式（TFT）

SVGAカラー液晶ディスプレイ
•標準解像度800×600ピクセル（約1,670万色
表示）

•拡大解像度640×480ピクセル（約1,670万色
表示）をサポート

グラフィックサポート
• 4MBのSDRAMビデオメモリ
• AGP 2X搭載のATI RAGE Mobility-Lグラフィック
コントローラを使用した、2D/3Dグラフィックアクセ
ラレーション装備

インターフェイス
•プリンタ、ドライブ機器、キーボード、マウス、USB

（Universal Serial Bus）ハブ、データキャプチャ機
器などのUSB周辺機器用12MbpsのUSBポー
ト×1

•電源アダプタポート

コミュニケーション
• 10/100BASE-T Ethernetコネクタ（RJ-45）内蔵
• K56flex/V.90対応の56Kbpsモデム内蔵（RJ-11

コネクタ）*
• 11Mbps AirMacワイヤレスネットワーキング
カード（IEEE 802.11 DSSS準拠、オプション）

サウンド
• 16ビットCDクオリティステレオ出力
•内蔵モノラルスピーカ×1

バッテリ
•リチウムイオン（Li-Ion）バッテリ（45Wh）
•最高約6時間までの連続稼働が可能（機器構成
および使用状況により異なります）

キーボード
•逆T字形矢印キー、テンキーモードを装備した JIS

配列準拠フルサイズキーボード

仕様一覧
iBook
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仕様一覧
iBook

システム構成
iBook—タンジェリン
iBook—ブルーベリー
iBook Special Edition—グラファイト

以下は全モデルに標準装備されています：

•キーボード（内蔵）
•トラックパッド（内蔵）
•モデムケーブル
•電源アダプタ
•電源コード
•リチウムイオン（Li-Ion）バッテリ
•Mac OS 9

•以下のソフトウェア
－AppleWorks

－Microsoft Internet Explorer

－Microsoft Outlook Express

－Netscape Communicator

－FAXstf

－Bugdom

－Nanosaur

－Kai’s Photo Soap2 SE

－キッドピクススタジオ
－PostPet

－Adobe Acrobat Reader

•マニュアル一式
•保証書

ほとんどのアプリケーションは、インストール済みです。一部のア
プリケーションの使用には付属のCD-ROMが必要です。製品は電
子書類も含みます。バックアップソフトウェアはCD-ROMに含まれ
ています。

BTO（Built-to-Order）オプション
Apple Storeでは、上記の標準コンフィグレーション
に加え、お好みのカラー、メモリ、オプションの
AirMacカードなど、お客様のご要望に合わせた組
み合わせをお選びいただけます。BTOオプションの
種類と在庫状況についての最新情報は、
www.apple.com/japanstoreでご覧ください。

関連製品
製品名 製品番号
iBook電源アダプタ M7387J/A

iBookバッテリ M7621G/A

AirMacカード M7600J/B

AirMacベースステーション M7601J/B

© 2000 Apple Computer Inc.  All right reserved.  Apple、Appleロゴ、AppleWorks、Mac、Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。Apple Store、
iBook、iMac、QuickTimeは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。AppleCareは米国Apple Computer, Inc.の登録サービスマークです。AcrobatとAdobeは、Adobe

Systems Incorporatedの商標です。PowerPCは、米国 IBM社からのライセンスに基づき使用される、米国 IBM社の商標です。その他記載の会社名、製品名、ソフトウェア名は、一
般にその会社の登録商標または商標です。この資料の記載内容は 2000年 6月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

iBookに関する詳細、ならびにアップル社製品につ
いてのお問い合わせは、アップルのWebサイト
www.apple.co.jpをご覧ください。

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い合
わせは、カスタマーインフォメーションライン（CIL）をご利
用ください。
Tel.0070-800-27753-1(0070-800-APPLE-1)
（月～金 9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00）

アップルでは高品質の製品をお届けするだけでなく、
カスタマーサービスおよびテクニカルサポートにも万
全の体制を整えております。電話やインター
ネットによるサポートなど、お客様のニーズにお応えで
きるようさまざまなサポートをご用意しております。詳
細はWebサイトwww.apple.co.jp/supportまでど
うぞ。


