
画面サイズ

テレビ
チューナー

デジタル

アナログ

ソフトウェア

インターフェース

安心

主な添付品

CPU

メモリ

ハードディスク＊1

FMVLX50SDFMVLX50SDS FMVCE65SWDFMVCE70S7 FMVCE55S7D FMVCE60SW FMVCE40S7PFMVCE40S7

インテル®

 Pentium® D �
プロセッサ 820

 インテル®

 Pentium® 4 プロセッサ
517（HTテクノロジ対応）

インテル®

Celeron® M�
プロセッサ 380

インテル® 
Celeron® D�

プロセッサ 346

インテル® 
Celeron® D�

プロセッサ 346

無線LAN（IEEE802.11a
（J52/W52/W53）/b/g準拠）、�

ブロードバンド・ポート（LAN）（1000BASE-T）

無線LAN（IEEE802.11a
（J52/W52/W53）/b/g準拠）、�
ブロードバンド・ポート（LAN）

（100BASE-TX）

 無線LAN（IEEE802.11a（J52/W52/W53）　　/b/g準拠）、　�
 ブロー ドバンド・ポート（LAN）（1000B　　ASE-T）　

無線LAN（IEEE802.11a（J52/W52/W53）/b/g準拠）、�
ブロードバンド・ポート（LAN）（1000BASE-T）

ブロードバンド・ポート（LAN）�
（1000BASE-T対応）

スーパーマルチ
DVD±Ｒ DL（2層）書き込み対応

スーパーマルチ
DVD±Ｒ DL（2層）書き込み対応

スーパーマルチ
DVD±Ｒ DL（2層）

書き込み対応

Blu-ray Discドライブ
（スーパーマルチ  
  ドライブ機能対応）

1GB（PC2-4200）�
デュアルチャネル対応DDR2

512MB（PC2-4200）
デュアルチャネル対応DDR2

512MB（PC-3200）
デュアルチャネル対応DDR

AMD SempronTM

プロセッサ 3500+

FMVTX95SD FMVTX90SD FMVLX70SDFMVLX90SD

高輝度・低反射・高色純度・
高速応答・高解像度対応

高輝度・低反射・高色純度・�
高速応答・高解像度対応

高輝度・高色純度・
高速応答・高解像度対応

高輝度・低反射・高色純度・
高速応答・高解像度対応

高輝度・高色純度・
高速応答・高解像度対応

高輝度・低反射・高色純度・高速応答・高解像度対応

17型

512MB（PC2-4200）
デュアルチャネル対応DDR2

512MB（PC2-4200）
DDR2

抗菌ワイヤレス・キーボード＊11、
光学式ワイヤレス・マウス、�

テレビ専用リモコン、リモコン、リカバリディスク

抗菌ワイヤレス・キーボード＊11、
光学式ワイヤレス・マウス、
リモコン、リカバリディスク

抗菌キーボード（PS/2）＊11、光学式マウス（USB）、リモコン、リカバリディスク
抗菌キーボード（PS/2）＊11、

光学式マウス（USB）、
リカバリディスク

NEW LINEUP

ブロードバンド

LX70S/D

FMVLX65S

LX65S

FMVLX55SD

LX55S/DLX90S/D LX50S/D

FMVLX50S

LX50SLX50S/DS CE65SW/DCE70S7 CE55S7/D CE60SW

FMVCE50S7

CE50S7 CE40S7TX95S/D TX90S/D

17型セット
20.1型

ワイドセット

20.1型

ワイドセット17型セット 17型セット

約400GB 約300GB 約300GB
約300GB+

約400GB＊2
約250GB約300GB 約300GB約400GB

Office Personal 2003 Office Personal 2003 Office Personal 2003 Office Personal 2003

Office
Professional
2003

Windows® XP Home Windows® XP Home Windows® XP Home Windows® XP
 Media Center Edition 2005

品  名

型  名

基本OS

TXシリーズ LXシリーズ CEシリーズ

特長

便利機能

2.80GHz動作周波数 2.93GHz

インテル®

 Pentium® 4 プロセッサ
517（HTテクノロジ対応）

インテル®

 Pentium® 4 プロセッサ 
517（HTテクノロジ対応）

2.93GHz3.06GHz 3.06GHz 1.60GHz2.93GHz

インテル® 

Pentium® 4 プロセッサ
517（HTテクノロジ対応）

インテル® Celeron® D�

プロセッサ 346
2.93GHz 3.06GHz

20.1型ワイド 19型37型ワイド

高輝度・高色純度・
高速応答・高解像度対応

低反射・高色純度・
高速応答・高解像度対応

広視野角・高輝度・低反射・高色純度・

高速応答・高解像度対応、サブ・ウーファー内蔵

電子番組表予約

ダイレクト・メモリースロット×1

USB2.0×7＊9、10
ダイレクト・メモリースロット×1

USB2.0×6＊9
ダイレクト・メモリースロット×1

USB2.0×6＊9
ダイレクト・メモリースロット×1

USB2.0×6

ダイレクト・メモリースロット×1

USB2.0×6

ダイジェスト再生＊5�
DVD-RAM直接録画機能＊5�
巻き戻し録画（最大6時間）＊5�
スポーツ延長録画�

オート検索機能＊5�
電子番組表予約�
おやすみディスプレイ機能�
早見/ゆったり再生＊5

ダイジェスト再生�

DVD-RAM直接録画機能�

巻き戻し録画（最大6時間）�

スポーツ延長録画�

オート検索機能

電子番組表予約�

おやすみディスプレイ機能�

早見/ゆったり再生

デジタル・ハイビジョン録画 ＊6

地上アナログ・テレビチューナー 地上アナログ・テレビチューナー 地上アナログ・テレビチューナー

ダブル録画機能   ＊7 デジタル・ハイビジョン録画 ＊6 ダブル録画機能 ＊7

スーパーファインVX液晶 スーパーファインVX液晶低反射フルスペック・ハイビジョン液晶

ディクセル

通信

テレビ機能

基本スペック

その他

ディスプレイ

   抗菌　 ワイヤレス・キーボード＊11、
光学式　ワイヤレス・マウス、 

リモコン、　リカバリディスク        

抗菌ワイヤレス・
キーボード＊11、

光学式ワイヤレス・マウス、
リモコン、リカバリディスク、

メディアタンク

最大録画時間＊3

（アナログ放送）

Hシリーズ

FMVH70RWC

高輝度・高色純度・

高速応答・高解像度対応�

512MB（PC2-4200）
デュアルチャネル対応DDR2

抗菌ワイヤレス・キーボード＊11、�
光学式ワイヤレス・マウス、リモコン、�

リカバリディスク

H70RW/C

スーパーファインVX液晶

＊画面はハメコミ合成です。　＊価格はオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。　＊機種により機能が異なります。詳しい仕様についてはP.37～40の「■テレビ機能仕様一覧」「■ハードウェア仕様一覧」をご確認ください。　＊裏表紙の「デジタル放 送対応モデルご購入前のご注意」をあわせてご確認ください。　＊1 「インスタントMyMedia」用に約4.0GB（CE40S7、Hシリーズを除く）、「マイリカバリ」用に約0.3GBを占有しています。　＊2 パソコン本体は約300GB、メディアタンク
は約400GBです。　＊3 出荷時の状態で、超長時間モード（Hシリーズでは長時間モード）で録画する場合。また、録画するテレビ番組によっては録画時間が異なる場合があります。　＊4 パソコン本体とメディアタンクの合算値です。　＊5 アナログ放送専用の機能です。　＊6 デジタル放 送専用の機能です。＊7 デジタル放送の1番組、アナログ放送の1番組となります。　＊8 バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めています。　＊9 CEシリーズは、うち1ポートをUSBマウスにより占
有しています。Hシリーズは、うち1ポートをリモコン受光器により占有しています。　＊10 うち1ポートをディスプレイ専用USBケーブルにより占有しています。　＊11 抗菌処理部分:キーボードのキートップ部分（キーボードのキートップに刻印された文字およびワンタッチボタンは除く）。

スーパーマルチ
DVD±R DL（2層）書き込み対応

ディクセル

インテル® Pentium® D
プロセッサ 820

2.80GHz

約360時間約 528 時間約 716 時間 約 528 時間約 716 時間約 1094 時間

約 500 GB約 400 GB約 600 GB

24時間

365日

24時間

365日

マイリカバリ 24時間

365日

24時間

365日

CPUウイルス防止機能＊8

512MB（PC2-4200）
デュアルチャネル対応DDR2

20.1型ワイドセット

約 1216 時間
＊4

2画面表示機能

約 433 時間約 528 時間 約 528 時間約 716 時間

（デジタル放送／アナログ放送）

インスタントテレビ機能すぐに

テレビ
すぐに

テレビ
すぐに

テレビ

（テレビ視聴・録画＊5／録画番組再生＊5／ＤＶＤ・CD再生／音楽再生）

インスタントMyMediaすぐに

テレビ
すぐに

テレビ
すぐに

テレビ

（テレビ視聴・録画＊5／録画番組再生＊5／ＤＶＤ・CD再生／音楽再生）

インスタントMyMediaすぐに

テレビ
すぐに

テレビ
すぐに

テレビ

（テレビ視聴・録画＊5／録画番組再生＊5／ＤＶＤ・CD再生／音楽再生）

インスタントMyMediaすぐに

テレビ
すぐに

テレビ
すぐに

テレビ
すぐに楽しめるＡＶ機能

CD/DVDドライブの種類

無線LAN
（IEEE802.11a（J52/W52/W53）/b/g準拠）、�

ブロードバンド・ポート（LAN）（1000BASE-T）

ダイジェスト再生

DVD-RAM直接録画機能

巻き戻し録画（最大6時間）

スポーツ延長録画

オート検索機能

電子番組表予約

おやすみディスプレイ機能

早見/ゆったり再生

ダイジェスト再生

DVD-RAM直接録画機能

巻き戻し録画（最大6時間）

スポーツ延長録画�

オート検索機能

電子番組表予約

おやすみディスプレイ機能

早見/ゆったり再生

ダイジェスト再生

DVD-RAM直接録画機能

巻き戻し録画（最大6時間）

スポーツ延長録画

オート検索機能

電子番組表予約

おやすみディスプレイ機能

早見/ゆったり再生

＊7ダブル録画機能

デジタル・ハイビジョン録画 ＊6

デジタル放送の移動（ムーブ）＆ダビング
＊6

＊7ダブル録画機能

デジタル・ハイビジョン録画 ＊6

デジタル放送の移動（ムーブ）＆ダビング
＊6

ディクセル

ディクセル

フィルターⅡ＊5

デジタル放送の移動（ムーブ）＆ダビング ＊6 デジタル放送の移動（ムーブ）＆ダビング ＊6

ディクセル

ディクセル

フィルターⅡ＊5

ディクセル

ディクセル

フィルターⅡ＊5

地上アナログ・
テレビチューナー

ダイジェスト再生＊5　DVD-RAM直接
録画機能＊5　巻き戻し録画（最大6時
間）＊5　スポーツ延長録画 オート検索
機能＊5　電子番組表予約 おやすみデ
ィスプレイ機能　早見/ゆったり再生＊5

ダイジェスト再生＊5　DVD-RAM直
接録画機能＊5　巻き戻し録画（最大
6時間）＊5　スポーツ延長録画　オ
ート検索機能＊5　電子番組表予約
おやすみディスプレイ機能　早見/ゆ
ったり再生＊5

ダイジェスト再生＊5　DVD-RAM直接録
画機能＊5　巻き戻し録画（最大6時間）
＊5　スポーツ延長録画　オート検索機
能＊5　電子番組表予約　おやすみディ
スプレイ機能　早見/ゆったり再生＊5

―

―

―

――― ―

―

―

―

―

0120-719-242
フリーダイヤル

本カタログ掲載パソコンの

ご購入に関する相談は、電話でも承ります。

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

（受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）

Windows Vista Capable PCは、次世代のWindows OSである

Windows Vistaへスムーズに移行できるPCです。

富士通はマイクロソフトとの密接な連携により、お客様に最新の

PC環境をいち早くご提供いたします。

＊詳しくはこちら。（http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/capable）

＊Hシリーズを除く

マイリカバリ 、

CPUウイルス防止機能＊8
マイリカバリ

24時間

365日

24時間

365日
、CPUウイルス防止機能＊8 マイリカバリ

24時間

365日

24時間

365日
、CPUウイルス防止機能＊8


