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ラインアップを強化した
パーソナルステーション
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左から"FLORA3010DV”,"FLORA3010CT”(高精細モデル),および"FLORA3010CU”

｢パーソナルステーションFLORA310りシリーズ+の

ラインアップを強化しました｡Pelュtium帥(9()MIIz)

プロセッサを搭載した岳件能サーバをはじめ,･デスク

トップ3機種,ノートモデル1機種を光うーこするほか,

冶j精細TFT液晶の搭載モデルを追加し,右妄新のソフト

もサポートしました｡

l.主な特長

(1)"FLORA3100SP”:PentiulTlプロセッサ(90MモーIz)

の搭載によリマルチプロセッサに対応できます｡

(2)"FLORA3010DV'':Pentiulllプロセッサ(9()MHz)

を搭載したデスクトップタイプです｡

(3)"FLORA3010DTⅡ/DUⅡ'':従来機より什能･

表】 主な仕様
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HDI)の容疑アップと低価格を実現しました｡

(4)"FIJORA3010CU”:A4二川で,マルチメディアを

指向した‾高機能なノートタイプです｡

(5)｢FLORA3()10CT高精紳モデル+:小才亡竺･竹スペ

ースで11.8インチ大軍ワTFT液品を搭載しています｡

(6)｢Microsoft紺Office for Windows染=‖プレイン

ストールモデル+:インストールの煩わしい作業や設

立ミスをなくします｡

2.主な仕様

"FLORA''新6機種の主な什様を表1に示します｡

(r一卜立雪封乍所オフィスシステムj壬i選別)

※1)Pelltiu111は,米剛IltelCorp.の商標です｡

※2)Microsoftは,米同Micr()SOft Corp.の実美組軒撚です｡

※3)Wi11dowsは,米l]ヨMicrns()ft Corp.の席樵です｡

項 目
仕 様

サーバ デスクトッ7 ノート

機 種 FLORA3+ODSP FLORA3010DV FLORA3D10DUⅡ FLORA30JODTII
FLORA301DCT

(高橋細モデル)
FLORA3010CU

CPリ
(CPリオブション)

Pentium(90MHz) Pentium(9DMHz) i486*DX2(66) †486SX(33) i486DX2(50) i486DX2(40)

マルチプロセッサ対応

(CPU最大2個)
マルチフロセッサ対応

(CPU最大Z個)

アップグレード

7L■占セッサ対応
lntel書手DX4(75MHz)

アッフグレート

7tlセッサ対応

lntelDX4(75MHz)

メモリ 32Mバイト～5+2Mバイト 8Mバイトー128Mバイト 4Mバイト～36Mバイト 4Mバイト～36Mバイト 8Mバイトー32Mバイト 8Mバイトー32Mバイト

内蔵ハードディスク -ハGバイト
528Mバイト 52BMバイト 240Mバイト 340Mバイトノ/500Mバイト 120Mバイト/′340Mバイト

表 示

S〉GAモード:64′000色(l-024ドットメ′768ドット)

l′677万色(640ドット/480トント)

〉GAモード:16色/26万色(64Dドット､480ドット)

640ドット入480ドット,J′D24ドット′768トット ll.8インチTFTカラー液晶 g.4インチSTNカラー液晶

256色同時表示(州ndows使用時) し024ドット〆丁68ドット256邑 64Dトソト480トント,256亀

拡張スロット
PClパススロットゝ3/2 PClバススロット ズ Z 【SAバススロット ♪ 3 lSA/〈ススロット メ 3 PC力一ドスロット y 2

PCカートスロット･2
EISAパススロット ′ヾ 6 lSAパススロット∴3 専用SCSlスロット×l 専用SCSヒスロット×l ミニATスロット1′ L

拡張ストレージベイ 3/2 2 l l

吉;原機能 FM./サンプリング音源 FM/サンブリンク害源

外形寸法(幅入奥行きナ高さ) 2】0ゝ48D〉､573(mm) 44小4】9メl+5(mm) 345′､380メI15(mm) 330:く303ン75(mm) 310′Z30/ソ､55(mm)

本体価格(税別) 】′240.DOO円から 735.ODO円から 425.DOO円から 298.00D円から 】′328.000円から 5柑′000円から

注:* i486は,米国lntelCorp.の商標です｡

**lnte=ま,米国IntelCorp.の会社名です｡
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パソコンとの融合を図った

高性能ノート型ワープロ

with me PRO LN560M''

小茸り･薄型･軽量のワープロ"with nle''のシリーズ

に,ビジネスfl卜としての最上位機"with mel)RO

LN560M''を発売しました｡-一一人一台の小型分散機と

しての性能を向_llさせ,また,パソコンとの融合を【ツl

るなど,ワープロのm途を広げたものです｡

1.主な特長

(1)マウスをサポートし,自在かつスピーディーな鮎

集が行えます｡また編集小の文井りJリ伴えなど,井本

機能を向_卜させました｡

(2)文ニケニ編集小だけでなく,レイアウトや領域細勤ま

か各編集内向から,いつでも印刷ができます｡

(3)Lotusト2-3帥,一太郎やゴー,MSIDOS'′㌢=;)テキストの

データをF+軌コンバートしてワープロ文=…引こはり付け

たり,巾編集することができます｡また一人郎,MS-

DOSテキストファイルの両二様‾虹新,印刷が吋能です｡

(4)ワープロと同じ操作でパソコンファイルの整押

(コピー･削除など)ができるDOSファイル整理機能を

装備しました｡さらにオプションとして,NetWare軍il)

による文吉管理LANが利朋できます｡

※1)

2

3

4

※

※

※
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Lotusト2-3は,米I土IL()tuS Development C()1-p.の

商品名称です｡

一太郎は,株式会社ジャストシステムの登録商標です｡
MS-DOSは,米田Microsoft Corp.の苧鎚耐標です｡

NetWareは,米出でのN()Vell,IllC.の登鉱層標です｡

礎

2.主な仕様

"＼17ithnle PRO LN560M''の_-iミな什様を表1にホ

します｡

(Fl‾1■梢豊作所柄稚‖即製メディアヰi菜部)

表l 主な仕様

項 目 仕 様

/＼

l

卜

入力部

表示部

キーボード +lS準拠

マ ウ ス 光学式2ボタンマウス

画 面 640×48(=∴ソトLCD バックライト付き

文 字 構 成 24×24ドット 】 16×16ドット

表示文字数 26字×18行(うちガイド4行)l40字×Z5行(うちガイド4行)

記憶部

フ ロ ソ ビ【 3.5インチ=.6Mバイト)×+ 約250ページ

匡]定ディスク

2.5インチ(8DMバイト うち WPエリア:40Mバイト,

MS-DOSエリア:40Mバイト)

WPエリア:標準 約2′500ページ

最大 約4′000ページ

プリンタ

●ワイヤドットフリンタ

●LPネットワーク

●NetWareによるワープロ内ての7■リンク共有
(オフ■ションのLAN対応フリンクー拡張キットて

しANに接続)

カードスロット
+EIDAVer.4.1準拠

LAN力【ド(オフション,川BASE一丁対応)で使用

寸法･重き 幅330×奥行き260×高さ了了(mm)･約3.Dkg

消費電力 13W(本体)AC川0V±川V 50/60Hz±JHz

ソ

WP基本機能 ビジネス上位機相当

パソコンデータ

対象データ●MS-DOSテキスト

●一太郎(V3,V4)

●LDtUSl-Z-3(R2.1+,RZ,Z+.RZ.3+.R2.4+)
変換方式●直積更新

7

卜

コンバート機能
●直接印刷

●呼出し

●コンバータ単独動作

オプション
表計算,パソコン･文書通信

NetWare【二よる文書管理LANシステム

本体標準価格(税別) 348′000円
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静音化を実現したパッケージ

ボルテックスブロワユニット
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左から,三次元羽根車,ボルテックスブロワGシリーズ,ボルテックスブロワユニット

三次元刀刀根申を托印し,′+､型(従来比 -23%)･静

行〔従来比 -5～7dB(A)〕･全閉(暇込=)適中か丁能

なボルテックスブロワGシリーズに,静音化,高機能化

のニーズにこたえたパッケージタイプ(ノ受注/h主旨品)を

ラインアップしました｡集じん,吸着保札 水の吹き

飛ばしなどの糊途で,特に静一打化が習まれる場所に右左

過です｡

卜 主な特長

(1)空気が流れるときにヲ芭生する流体音を極力抑えた

独臼の汀i芹構造と,ボルテックスブロワGシリーズの

軋Lみ合わせにより,大幅な静音化〔ユニット横1.5nlで

騒昌二倍51dB(A)〕を実現しました｡

表l 主な仕様

｢宵

句
●.

軒
野

(2)ユニット内に新採用の冷却フアンを設置しました｡

ブロワからの発熱を,効果的にユニット外へ排=する

新設計の冷却構造により,吸込全閉運転ができます｡

(3)装置との連動や,きめ細かな制御を行うインバー

タ(JlOOタイプ)搭載もロー能です｡また専片ほ計の電磁

弁によl),ワークの吸着,取り外しや吹き飛ばしなど,

雫妄もの制御が簡坤一にできます｡そのほか,専mスペッ

クでの製作にも対応できます｡

2.主な仕様

｢パッケージ型ボルテックスブロワユニット+のj三な

仕様を表1に示します｡

(Fl立製作所産業機読:主事業部)

形 式

仕 様

電 源
最 大 静 庄 騒音

〔dB(A)〕

寸 法 質量

(kg)

標準価格

(税別)吸引(Pa) 吐出し(Pa) 幅(mm) 奥行き(mm) 高さ(mm)

VB-004SG-P 単相,100/200V Jl′760/14′700 14′210/ほ′680
45/48 340 引5 385

27 315,000円から

VB-004G-P 三相,200〉 12′740/16′170 16′【70/17′150 29 310′ODO円から

VB-007SG-P 単相,川0/200V 事2′740/16′660 14′700ハ7′640
46.5/49.5 385 610 430

35 348′000円から

〉B-007G-P

三相,200〉

川′700/17,640 16′660/19′600 37 34Z′000円から

〉B-O15G-P 柑′170/2l′070 19′600/2Z′540 48/引 450 680 500 60 37l′000円から

〉B-022G-P 19′600/23′520 2l′560/24′500 50/53 480 755 540 80 420′000円から

1

Z

3

注 二の仕様は標準仕様であり,要求される仕様によって変わることがあります｡

表中の数値は,50/60Hzでの値です【､

馬毒舌値は,吸吐口開放状態ユニット横l.5mでの予想値です.コ
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システムオンチップ化を容易に実現する
CMOSセルベースIC

セルベースIC｢HG71Cシリーズ+

高性能16ビットマイコンH8/300HシリーズのCPU

コア,周辺機器,ゲートアレーなど各樺のセルを搭載

できる0.8nm CMOSセルベースIC削｢HG71Cシリー

ズ+を製品化しました｡新しいASICシリーズとして,

システムオンチップ化を容拐に実現する``FFF''(Flex-

ible,FastandFriendly)コンセプトに基づき,白山な

仕様,短い開発期間および使いやすい設計環境を提供

します｡

1.主な特長

(1)i‾引生能16ビットマイコンH8/300Hシリーズの

CPUや周辺機能をモジュール化しています｡16MHz/

5V,8MHz/3Vと高速動作し,機能の削除･追加が

白山にできます｡

(2)H8/300Hおよび300シリーズの問辺機器や各種サ

イズのROM/RAMのほか,豊富なセルライプラリ

(412セル)を準備してお-),さまぎまなニーズにこたえ

ます｡

(3)スタンダードセルは,ゲート遅延時間0.3ns/ゲー

トの高速タイプと,0.58ns/ゲートの高速で最大289キ

ロゲートまで集積できる高集積タイプを用意しました｡

(4)ニーズにこたえたセル選択のほか,ゲートアレー

セルの混在が‾吋能で,最適な集積度･仕様が図れます｡

(5)高精度なセルライプラリとシミュレーション環境

の提供により,設計品質を向上し,開発期間を人幅に

短縮します｡さらに,自動診断機能,モジュール診断

DAにより,テストパターン設計が容湯になりました｡

(6)市販のワークステーション上でマイコン搭載セル

ベースICのシミュレーションができるなど,使いやす

い設計環境を提供します｡

2.主な仕様

｢HG71Cシリーズ+の主な仕様を表1に示します｡

=1立製作所半導体事業部)

※)セルベースIC:CPUコアを搭載するなど,従来のス

タンダードセルガ上てに代わる高機能を表現した用語

です｡

表l 主な仕様

項 目 仕 様

電 源 電 圧 2.7′-5.5V

最大搭載ゲート数 188kゲート(A12層)/289kゲート(A13層)

セルライプラリ
高集積セル:Z78セルl/0セル:134セル

高速セル(開発中)

遅 延 時 間 高速セル 0.3ns/ゲート,高集積セル 0.58ns/ゲート

CPU系モジュール

C Pリコア H8/300Hコア,SH7000コア(開発中)

周辺機能 14モジュール(タイマ,シリアル,DMAコントローラほか)

コンパイルドRAM
32kビント(最大)

アクセスタイム:9ns(5V,4k語×8ビソト)

コンパイルドROM
l.15Mビソト(最大)

アクセスタイム:3lns(5V,64k語×8ビント)

P K G
QFP64,80,100,136,168,ZO8,256.296 T()FP川0,

L()FP144,176など

診断サポート
ユーザー論理部:スキャンパス自動診断DA,

モジュール:モジュール診断DA

価 格(税別)
3.600円(ただし,回路規模,パッケージおよび数量によ

って異なります｡)




