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ハイビジョンオールインワンPC�

New FMV-TEO登場。�
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＊ 画面はイメージです。　＊ 機種により機能が異なります。P.5～6でご確認ください。　＊ 裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入前のご注意」もあわせてご確認ください。�
※1 TEO/C90Dにて、出荷時出荷時の状態状態の内蔵内蔵ハードディスクに「最高画質最高画質モード（約24Mbps～約17Mbps）」で録画録画したデジタル放送放送を、「長時間長時間モード（約4.5Mbps4.5Mbps）」で画質変換画質変換したおよその時間時間です。映像映像の解像度解像度は1440×1080ドットです。�
※2 ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル放送放送を「最高画質最高画質モード（約24Mbps24Mbps）」で録画録画した場合場合と、「長時間長時間モード（約4.5Mbps4.5Mbps）」で画質変換画質変換した場合場合を比較比較した数値数値。映像映像の解像度解像度は1440×1080ドットです。 ＊ 110度CSデジタル放送放送の標準画質標準画質の番組番組は、画質変換画質変換はできません。�

ハイビジョンを共有する。�
ハイビジョンのままきれいに残せる。�

DVDBlu-ray Disc

家庭内の他のFMVにつなげて、好きな所でハイ

ビジョン映像を楽しめます。�

ハイビジョンムービーやデジタル放送をDVDに

もハイビジョン画質のままきれいに残せます。�

AVCHD対応�
（ハイビジョンムービー）�

DTCP-IP対応�

AVCREC対応�
（デジタル放送）�

大画面テレビに映せば、高画質・高精細のハイビジョンコンテンツを

思いのままに楽しむことができ、いままでのパソコンでは味わえなかった

迫力と臨場感を存分に体験できます。�

詳しくは Ｐ．06HDMIケーブル一本でいろいろなテレビにつながります。�

ハイビジョン画質画質のまま�

ハードディスクに�
※1

  �

BS・110度CSデジタル放送放送を�

ハイビジョン画質画質のまま長時間録画長時間録画できる
※2

  �

ハイビジョン画質画質のまま、簡単簡単に取り込み、込み、

編集できます。AVCHDフォーマットの

ハイビジョンムービーもスムーズに再生再生

できます。�

ハイビジョンビデオカメラ（AVCHDAVCHD対応対応）�

高解像度の写真を大画面テレビに映せば、

まるで思い出を再現したかのような感動

を味を味わえます。�

デジタルカメラ�

Blu-ray Discの再生再生も録画も録画も思いも思いのま

ま。迫力迫力ある高精細な映像高精細な映像を大画面を大画面で楽で楽

しめます。�

Blu-ray

大画面でインターネットが楽しめます。

ハイビジョン動画のネット配信も、TEO

のマシンスペックなら快適に再生できます。�

インターネット�

3つの放送波放送波のダブル録画録画に対応対応し、

見たいたい番組番組を逃を逃しません。長時間録画長時間録画を

使えばハードディスクにハイビジョンの

ままたっぷり残せます。�

デジタル放送放送�

詳しくは Ｐ．03

詳しくは Ｐ．04 ＊ TEO/C90D TEO/C90Dのみ。�

＊ 内蔵ハードディスクにデジタル放送を録画した後、録画データの画質変換を行うことで長時間録画を可能にします。
また、デジタル放送を受信しながら画質変換することで、リアルタイム長時間録画も実現します。リアルタイム長時
間録画は、アップデートプログラムを別途インストールする必要があります。�

＊  リアルタイム長時間録画のアップデートプログラムのインストール方法や詳細につきましては、�
    （http://www.fmworld.net/fmv/teo/）にてお知らせします。�

新開発のLSI「Dixel HDエンジン」が、デジタル放送のハイビジョン

長時間録画（H.264）を実現します。人間の視覚特性の研究結果に

基づき、画質劣化が気になりやすい部分（人の顔やゆっくりと動く物体）

は圧縮率を低くして高画質を維持し、それ以外の部分を大きく圧縮する、

富士通研究所が開発した独自のトランスコードアルゴリズム技術により、

長時間録画と高画質を両立します。�

ディクセル�

ハイビジョン長時間録画を可能にする�

「Dixel  HDエンジン」�

高精細で美しいハイビジョン。迫力ある大画面テレビに映して、　

・ハイビジョン画質のまま変換�
・5.1chサラウンドもそのまま保存�

デジタルテレビ放送�

映像MPEG2�

音声AAC5.1ch

ハイビジョンなら、TEO。�

H.264変換�

「Dixel HDエンジン」�

ハイビジョン�
長時間録画�

ハイビジョン画質のまま�

ハードディスクに�

344時間録画※1

  �

BS・110度CSデジタル放送を�

ハイビジョン画質のまま長時間録画できる

ハイビジョン5倍録り※2

  �

※1 TEO/C90Dにて、出荷時の状態の内蔵ハードディスクに「最高画質モード（約24Mbps～約17Mbps）」で録画したデジタル放送を、「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換したおよその時間です。映像の解像度は1440×1080ドットです。�
※2 ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル放送を「最高画質モード（約24Mbps）」で録画した場合と、「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換した場合を比較した数値。映像の解像度は1440×1080ドットです。 ＊ 110度CSデジタル放送の標準画質の番組は、画質変換はできません。�

ハイビジョン画質のまま、簡単に取り込み、

編集できます。AVCHDフォーマットの

ハイビジョンムービーもスムーズに再生

できます。�

ハイビジョンビデオカメラ（AVCHD対応）�

高解像度の写真を大画面テレビに映せば、

まるで思い出を再現したかのような感動

を味わえます。�

デジタルカメラ�

Blu-ray Discの再生も録画も思いのま

ま。迫力ある高精細な映像を大画面で楽

しめます。�

Blu-ray

大画面でインターネットが楽しめます。

ハイビジョン動画のネット配信も、TEO

のマシンスペックなら快適に再生できます。�

インターネット�

3つの放送波のダブル録画に対応し、

見たい番組を逃しません。長時間録画を

使えばハードディスクにハイビジョンの

ままたっぷり残せます。�

デジタル放送�

詳しくは Ｐ．03

詳しくは Ｐ．04 ＊ TEO/C90Dのみ。�

ハイビジョンをTEOに集約して一元管理�ハイビジョンをTEOに集約して一元管理�



＊ 画面画面はイメージです。　＊ 機種機種により機能機能が異なります。P.5～6でご確認確認ください。　＊ 裏表紙裏表紙の「デジタル放送対応放送対応モデルご購入前購入前のご注意注意」もあわせてご確認確認ください。�
※1 TEO/C90Dにて、出荷時の状態の内蔵ハードディスクに「最高画質モード（約24Mbps～約17Mbps）」で録画したデジタル放送を、「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換したおよその時間です。映像の解像度は1440×1080ドットです。�
※2 ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル放送を「最高画質モード（約24Mbps）」で録画した場合と、「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換した場合を比較した数値。映像の解像度は1440×1080ドットです。 ＊ 110度CSデジタル放送の標準画質の番組は、画質変換はできません。�

ハイビジョンを共有共有する。�
ハイビジョンのままきれいに残せる。�

DVDBlu-ray DiscBlu-ray Disc

家庭内の他のFMVにつなげて、好きな所でハイ

ビジョン映像映像を楽を楽しめます。�

ハイビジョンムービーやデジタル放送放送をDVDDVDに

もハイビジョン画質画質のままきれいれいに残せます。�

AVCHDAVCHD対応対応�
（ハイビジョンムービー）�

DTCP-IPDTCP-IP対応対応�

AVCREC対応対応�
（デジタル放送放送）�

大画面テレビに映せば、高画質・高精細のハイビジョンコンテンツを

思い思いのままに楽しむことができ、いままでのパソコンではでは味わえなかなかった

迫力迫力と臨場感臨場感を存分を存分に体験体験できます。�

詳しくは Ｐ．06HDMIHDMIケーブル一本一本でいでいろいろなテレビにつながります。�

ハイビジョン画質のまま�

ハードディスクに�
※1

BS・110度CSデジタル放送を�

ハイビジョン画質のまま長時間録画できる
※2

ハイビジョン画質のまま、簡単に取り込み、

編集できます。AVCHDフォーマットの

ハイビジョンムービーもスムーズに再生

できます。�

ハイビジョンビデオカメラ（AVCHD対応）�

高解像度の写真を大画面テレビに映せば、

まるで思い出を再現したかのような感動

を味わえます。�

デジタルカメラ�

Blu-ray Discの再生も録画も思いのま

ま。迫力ある高精細な映像を大画面で楽

しめます。�

Blu-ray

大画面でインターネットが楽しめます。

ハイビジョン動画のネット配信も、TEO

のマシンスペックなら快適に再生できます。�

インターネット�

3つの放送波のダブル録画に対応し、

見たい番組を逃しません。長時間録画を

使えばハードディスクにハイビジョンの

ままたっぷり残せます。�

デジタル放送�

詳しくは Ｐ．03

詳しくは Ｐ．04 ＊ TEO/C90Dのみ。�

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

＊ 画面はイメージです。　＊ 機種により機能が異なります。P.5～6でご確認ください。　＊ 裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入前のご注意」もあわせてご確認ください。�

臨場感を存分に楽しもう。�

ハイビジョンを共有する。�
ハイビジョンのままきれいに残せる。�

DVDBlu-ray Disc

大画面テレビに映せば、高画質・高精細のハイビジョンコンテンツを

思いのままに楽しむことができ、いままでのパソコンでは味わえなかった

迫力と臨場感を存分に体験できます。�

家庭内の他のFMVにつなげて、好きな所でハイ

ビジョン映像を楽しめます。�

ホームネットワークで配信�

ハイビジョンムービーやデジタル放送をDVDに

もハイビジョン画質のままきれいに残せます。�

ハイビジョンのまま残す�

詳しくは Ｐ．06HDMIケーブル一本でいろいろなテレビにつながります。�
AVCHD対応�
（ハイビジョンムービー）�

DTCP-IP対応�

AVCREC対応�
（デジタル放送）�

大画面テレビでハイビジョンをとことん楽しむ�大画面テレビでハイビジョンをとことん楽しむ�
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賢く便利なレコーダーとして使う�

Blu-ray Discだけではなく、DVDにも、ハードディスクに録画したデジタル放送をハイビジョン画質のまま、音声もAAC形式の5.1chで約2時間保存※5
 できます。�

※5 「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換した番組をCPRM対応のDVD-R（4.7GB）に保存した場合。DVD-R DL（2層）には対応していません。�

ＤＶＤにハイビジョン画質のまま保存できる（AVCREC対応）�

新開発の「Dixel HDエンジン」が、デジタル放送の長時間録画※2
 を実現。ハー

ドディスクの容量を気にせずに、ハイビジョン画質でたっぷり録画できます。�

ハイビジョン番組をどんどん録画できる、ハイビジョン5倍録り※1
 �

■750GBハードディスクの場合（TEO/C90D）�
・最高画質モード（そのままの画質）では約64時間※3 �

・長時間モード�

テレビのリモコンのままTEOを操作できる�
�

パナソニック製ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」やシャープ製ファミリンク

対応テレビ「AQUOS」にHDMIで接続すると、使い慣れたテレビのリモ

コンのままTEOを操作できます。「ビエラ」なら、「ビエラリンク」ボタンを

押し「パソコンを操作する」※6 を選ぶだけで、TEOに取り込んだ様々なデジ

タルコンテンツをテレビのリモコンを使用して楽しむことができます。※7 �

【操作できるメニュー】�
・ 録画番組一覧　　・ おすすめコンテンツメニュー�
・ NetworkPlayer�
　（ビデオ/ミュージック/フォト/録画番組）�

※6 画像はPZ800シリーズのものです。接続したテレビによって異なる場合があります。 �
※7 対応するシリーズについては、次のURLでご確認ください。（http://www.fmworld.net/fmv/teo/）�

ドラマやスポーツ番組の放送時間が変更されても�
自動的に対応するので録り逃しを防ぎます。�

×�
どの組み合わせでもOK

便利な機能が充実�

●3つの放送波を2番組同時に録画できる「ダブル録画」�

●突然の番組延長にも自動で対応する「延長録画」�

聞きとりやすい音声のまま、目的に合わせた速度で再生できます。�

●目的に合わせて再生できる「早見再生」＆「ゆったり再生」�

パソコンの電源がオフ（シャットダウン）になっていても、�
録画予約をしっかり実行します。�

●電源オフからでも予約録画できる�

CPRMに対応したDVD-RやDVD-RW、DVD-RAMに加え、BD-R、
BD-REに保存できます。 ＊ BD-RやBD-REはTEO/C90Dのみ。�

●多彩なメディアに保存可能�

「おすすめ」ボタンで�
かんたん起動�

TEOが好みに合ったコンテンツをおすすめする便利な機能。リモコンの「おすすめ」ボタンからも起動でき、一覧で表示されたコンテンツから

選択するだけの簡単操作で楽しむことができます。�

テレビの楽しみがもっと広がる「おすすめコンテンツメニュー」�

嗜好、ニュースの新規性、世間の話題

性から分析して、おすすめ順にリストアッ

プして表示します。気になるニュース

を選択すると、そのまま詳細な内容を

見ることができます。�

過去の予約履歴から学習し、好みに合っ

た番組をおすすめします。テレビ番組表

を起動しなくても、気になる番組を選択

して録画予約までできます。�

＊本サービスは、将来@niftyからの情報提供が終了した場合、�
  ご利用できなくなる可能性があります。�

好みの傾向を分析し自動的に好みに合う番組を録画

します。録画番組はサムネイルで表示され、気になる

番組を選択するだけで、再生して楽しむことができます。�

おすすめニュース�

おすすめ番組�

おすすめビデオ�

ハイビジョン画質のまま約34344 時間※4
 �

ハイビジョン画質のまま約344 時間※4
 �

BS・110度CSデジタル放送を「最高画質モード（約24Mbps）」で録画した場合と、「長時間モード（約4.5Mbps）」で
画質変換した場合を比較した数値。映像の解像度は1440×1080ドットです。�
内蔵ハードディスクにデジタル放送を録画した後、録画データの画質変換を行うことで長時間録画を可能にします。
また、デジタル放送を受信しながら画質変換することで、リアルタイム長時間録画も実現します。リアルタイム長時間
録画は、アップデートプログラムを別途インストールする必要があります。�
出荷時の状態の内蔵ハードディスクに、「最高画質モード（約24Mbps）」でBS・110度CSデジタル放送を録画した場合。�
出荷時の状態の内蔵ハードディスクに「最高画質モード（約24Mbps）」で録画したBS・110度CSデジタル放送を
「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換した場合。�

※１ �
�
※2�
 �
�
※3 �
※4 

＊  リアルタイム長時間録画のアップデートプログラムのインストール方法や詳細につきましては、（http://www.fmworld.net/fmv/teo/）
にてお知らせします。�

＊ リアルタイム長時間録画のダブル録画には対応していません。また、画質変換時は裏番組の
視聴や録画番組の再生はできません。�

ハイビジョン5倍録り※ 1
 �

ハイビジョン5倍録り※ 1
 �



富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium
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デジタルハイビジョンカメラの映像や写真、録画したデジタル放送を接続したテレビの美しい画質で楽しめます。また、保存したコンテンツを

家庭内の他のFMVと共有することもできます。�

ハイビジョン映像や写真をかんたんに取り込み編集できる�

「クイックアクセス」メニューから、動画の取り込みや

編集など、やりたいことが簡単にはじめられます。また、

DVDやBlu-ray Discに保存したデジタル放送の

番組をオンディスクで編集できます。�

メモリーカードを差し込みワンクリックするだけで、

スライドショーを楽しみながら、簡単に写真が取

りこめます。�

「長時間録画」、「ダブル録画」、「おすすめ自動録画」

などの多彩な録画機能で、ハイビジョン放送が楽しめ

ます。また、AVCRECに対応しているので、DVDに

もハイビジョン画質のまま保存することができます。�

ハードディスクに保存したAVCHDフォーマットのハイビジョンムービーを快適に再生できます。�
＊ 標準添付のディスクから別途インストールが必要です。�

TEOにハイビジョンを集めてテレビで楽しむ。他のFMVに配信もできる�

AMD独自の動画再生支援機能�
「ＵＶＤテクノロジ」で�
ハイビジョンコンテンツが快適動作�
�

チップセット「AMD M780G」に内蔵する「UVDテクノロジ」（動

画再生支援機能）により、CPU負荷を大幅に軽減することがで

きるのでハイビジョンコンテンツも快適に再生できます。�

最大規格値300Mbps※8 の高速無線LAN対応�
�
「IEEE 802.11n ドラフト2.0」に対応し、インターネットの動画

視聴もワイヤレスで軽快に楽しめます。�

※8 規格値300Mbpsは、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の数値であり、
　　 実際の通信速度はお使いの環境により異なります。�

高性能パソコンの付加価値�

録画中�通常時�

TEOの状態が一目でわかる�
「イルミネーションLED」�
�
TEOの動作状態によって、イルミネーションLEDの光り方が

変わります。また、気分や好みに合わせて通常時の光る色やパターン

を変更することもできます。�

5.1chサラウンドを楽しめる�
�
5.1ch対応アンプ（別売）と接続すれば、臨場感あふれるサラウンド

を楽しめます。※9 �

取り込んだコンテンツを�
他のFMVと共有できる�パソコン+レコーダーの力で�

多彩なテレビ機能を楽しめる�

AVCHDフォーマットの�
ハイビジョンムービーを編集できる�

メモリーカードを差し込むだけの�
かんたん取り込み�

大画面テレビで楽しむ�

HDMI

ホームネットワーク�

映像�

写真�

デジタル放送�

AVCHDファイルを再生できる「CyberLink AVCHD Player」搭載�

 録画した番組を配信できる�
（DTCP-IP対応）ので、�
 テレビが見られないFMVでも�
 録画番組が視聴できます。�

＊ 録画番組の配信の対応機種や注意事項については、�
　次のURLでご確認ください。�
　（http://azby.fmworld.net/support/soft/np/）�

さらに�

＊  写真のテレビは、パナソニック製テレビTH-42PZ800です。パナソニック製テレビについては次のURLをご覧ください。（http://viera.jp）�

�

※9 対応する音声フォーマットは、ドルビーデジタル、DTS、AAC（光デジタルオーディオ出力端子経由）になります。�
　   別途、光デジタルオーディオケーブルが必要です。�
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＊ 画質変換した番組は編集できません。�

5倍

「クイックアクセス」メニュー�



【ソフトウェア一覧の注意事項】�
※1 日本語32ビット版です。また、OSのみの再インストールはできません。 ※2 ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「Norton Internet SecurityTM 2009」か「ウイルスバスターTM 2009」のいずれか1つになります。  ※3 無償サポートと無償アップデ
ートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。 ※4 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。※5 TEO/C90Dのみ。※6 パケットライト形式での記録機能は備えていません。DVD-RAMへの書き込みに
は対応していません。※7 機能限定のベーシック版です。※8 フォトブックの製本は有償サービスになります。料金や「MybookEditor」につきましては次のURLでご確認ください。（http://www.mybook.co.jp） ※9 本ソフトウェアは、お客様のご利用環境に
よっては、正しく動作しない場合があります。 ※10 すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像（デジタル放送の録画番組など）や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。 ※11 すべてのデータの
保存/復元を保証するものではありません。 また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは保存/復元できない場合があります。 ※12 すべてのデータの退避ができるわけではありません。ご利用環境によっては使えない場合があり
ます。 ※13 ご利用になるには、「携帯万能 for FMV」専用ケーブル（別売）が必要です。 ※14 「スーパー統合辞書」に収録されています。 ※15 本ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です。無償サポートと無償アップ
デートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。※16 対応しているデジタルハイビジョンビデオカメラ/AVCHDカムコーダについては次のURLをご確認ください。（http://www.ulead.co.jp/product/dvdmoviewriter/oem/compatibility_hdvcam.htm）
また、デジタルビデオカメラについては次のURLをご確認ください。（http://www.ulead.co.jp/product/dvdmoviewriter/oem/compatibility_dvcam.htm）�

■ソフトウェア一覧�
●：プレインストールされています。 ▲：添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。�
■：ハードディスクにあらかじめ導入されており､「＠メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。�
※一部のソフトウェアについてはお使いになる際、添付のDVD-ROMまたはCD-ROMが必要となることがあります。�
富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。�
下記に掲載した以外にも多数の便利なソフトウェアがあります。詳細については次のURLでご確認ください。�
（http://www.fmworld.net/fmv/teo/）�

基本OS

ホームページを見る�
ホームページの英語を日本語に翻訳する�

ホームページをつくる�

ウイルス対策や、外部からの不正なアクセスを防止する※2

有害サイトへのアクセスを制限する�

簡単操作でEメールを楽しむ�

画像の色や明るさの補正などをする�

古いパソコンから新しいパソコンへ�
設定やデータを移行する※9

データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する�

ＦＭＶの取扱方法を説明した電子マニュアル�

デジタル放送を楽しむ�
自動録画されたおすすめ番組を楽しめる�

電子番組表の表示や、おすすめ番組を知らせてくれる�

Blu-ray Disc※5やDVD、CDに�
音楽やデータを簡単に保存する�

ガジェット上で、お好みに合った番組を�
おすすめしてくれる�

Blu-ray Disc※5やDVDを再生する 

3Dビューで録画番組/写真データを�
管理・一覧表示する�

取り込んだ動画を加工･編集・DVDへ保存する�

ダイレクト・メモリースロットから�
写真をかんたんに取り込める�

画像/映像の加工・補正をしたり、�
スクリーンセーバーを作成する�

ミュージックビデオを簡単に作成できる�

利用環境を保存・復元したり、ご購入時の状態に戻す�

OSが起動しなくなった場合に、データを退避させる※12

ネットワークに関するトラブルの解決をサポートする�

表示画面を見やすく拡大できる�

アドレス帳のバックアップ、待受画面や�
着信メロディの作成をする�

辞書・辞典を起動する�

TEOの各種設定を簡単にできる�

Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版★※1

Windows® Internet Explorer® 7.0★�
ATLAS 翻訳パーソナル2008 LE★�

ホームページNinja

Norton Internet SecurityTM 2009※3

ウイルスバスターTM 2009※3

i-フィルター® 5※4

＠メール★�

＠フォトレタッチ★�

PC乗換ガイド★※10

FM かんたんバックアップ★※11

DigitalTVbox★�
おすすめコンテンツメニュー★�

おすすめ番組ガジェット★�

G-GUIDE® for Windows★�

Roxio Creator★※6

WinDVD® ★�

3D MediaSurfing★�

DVD MovieWriter® for FUJITSU★�

ホームネットワーク上の動画・写真・音楽を再生する� NetworkPlayer★�

AVCHDファイルを再生できる� CyberLink AVCHD Player

muveeNow★※7

マイフォト★�

＠映像館★�

ＦＭＶ画面で見るマニュアル★�

マイリカバリ★※11

ネットワーク診断★（Plugfree NETWORK）�

かんたんバックアップレスキュー★※11

らくらくズーム★�

携帯万能 for FMV※13

電子辞書★�

TEO Utility★�

基本OS

インター�
ネット�

Eメール�

AV機能�

安心・�
簡単�

動画・�
写真�

趣味・�
実用�

ジャンル� 搭載状況�利用目的� ソフトウェア名称�

●�

●�
●�

●�

■�

■�

■�

●�

●�

●�

●�

●�
●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

手軽にフォトブックを作成しオンラインで製本できる※8 MyBookEditor ●�

●※16

●�

●�

●�

●�

●�

▲�

▲�

●�

■�

●�

読みがわからない文字をマウス操作で手書きして�
調べることができる�

らくらく手書入力★� ●�

学習に、旅行に、ビジネスに最適な3か国辞典� 三省堂デイリー3か国語辞典� ●�

画像や動画情報を収録した広辞苑を使う�

新しい用語や時事ニュースを調べる�

多彩な辞書で調べられる�

広辞苑第六版※14

現代用語の基礎知識2008年版※14

スーパー統合辞書（15種21冊分）�

●�

●�

●�

国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う�

きれいな血液をつくることを学べる�

病気やケガについて調べる�

楽しく体重管理�

ハガキを作成する�

地図を見たり目的地を検索する�

家計簿(お小遣い帳)をつける�

料理のレシピを見る�

電車の経路・運賃・時刻を検索する�

脳を鍛えるトレーニングゲームを楽しむ�

無線LANのオン・オフを切り替える�

電源ランプやアクセスランプの点灯を制御する�

学研パーソナル統合辞典�

血液サラサラ健康事典�

時事通信社・家庭の医学�

ヘルシーメーカーダイエット�

筆ぐるめVer.16

筆まめVer.18 ベーシック�

its-mo Navi デジタル全国地図※15

てきぱき家計簿マム6

うれしレシピ★�

乗換案内VER．5

無線LAN電波オン/オフツール★�

ランプオフ設定★�

本格将棋対戦を楽しむ�

多彩なミニゲームを楽しむ� GAMEPACK2009F

学習・�
ゲーム�

各種設定・�
その他�

脳力トレーナー for FUJITSU
東北大学 未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授 監修�

●�

●�

●�

●�

■�

■�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

■ハードウェア仕様一覧�

チップセット�

システムバス�

入
力
装
置�

外形寸法（幅×奥行×高さ）�
（突起部含まず）�

本体質量�

サポートOS（＊1）（＊29）�

主な添付品�

温湿度条件�

電源･周波数（＊26）�

消費�
電力�

通常消費電力（＊27）/最大消費電力�

待機時消費電力（スリープ時）�

リモコン�

ポインティングデバイス�

キーボード�

入力コンセント�

省エネ法に基づくエネルギー消費効率�
（省エネ基準達成率）（＊28）（2007年度基準）�

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス�

テレビアンテナ入力/��
Ｂ-ＣＡＳカードスロット�

オーディオ入力�

オーディオ出力�

映像出力（別表参照）�

LAN（RJ45）�

IEEE1394（DV）（＊19）�

ダイレクト・�
メモリースロット（＊17）�

USB（＊18）�

Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ�
（別表参照）�

オーディオ機能�

無線LAN（＊14）�

フロッピーディスクドライブ�

メインメモリ�
（＊3）（＊4）�

ビデオメモリ�

グラフィック・アクセラレータ�

動作周波数�

標準容量�

スロット数［空き］�

最大容量�

シリーズ名�

品名�

2次キャッシュメモリ�

CPU

セキュリティ機能�

テレビ機能 （別表参照）�

表
示
機
能�

通
信
機
能�

型名�

基本ＯＳ（＊1）�

TEO/C90D

FMVTEC90D

TEO/C70D

FMVTEC70D

FMV-TEOシリーズ�

Windows Vista
®  Home Premium with Service Pack 1 正規版 

256MB（メインメモリと共用、ATI HyperMemoryTM     ）（＊7）�
+ 64MB ローカルフレームバッファ�

フルカラー1677万色（＊8）�

4GB（＊5）（＊6）�

オプション（外付け、別売） （＊9）�

SDメモリーカード（ＳＤＨＣメモリーカード含む）／�
メモリースティック（メモリースティックＰＲＯ含む）対応�

USB2.0準拠コネクタ－4ピン×6（2：前面、4：背面）�

IEEE 802.11n ドラフト2.0（＊12）（＊13）、�
IEEE 802.11b（＊15）/g（＊16）準拠�

チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック�

●HDMI出力端子×1（＊20） ●DVI-Dコネクタ（24ピン）×1（＊20）�

●マイク端子 ●ラインイン端子�

約750GB（シリアル ATA/300、�
7200回転/分）�

約500GB（シリアル ATA/300、�
7200回転/分）�

1MB（CPU内蔵）�

3600MHz（HyperTransportTM  3.0）�

AMD M780G チップセット�

AMD TurionTM       X2 デュアルコア・�
プロセッサ RM-70

CPUウイルス防止機能（＊2）�

2［0］�

4ピン（S400）×1

LANポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）×1

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応�

ワイヤレス・マウス（光学式）（800CPI、無線方式） （＊22）（＊24）�
�（単3電池2個付属）（＊23）�

●ヘッドホン端子 ●光デジタルオーディオ出力端子（角形）（ドルビーデジタル、DTS、AAC） （＊21） �
●ラインアウト端子�

2GB（1GB×2）（デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、�
SO-DIMM、PC2-6400対応）�（ビデオメモリと共用）�

2GHz

スロットインBlu-ray Discドライブ�
（スーパーマルチドライブ機能対応）�

スロットインスーパーマルチドライブ�
（DVD±R DL（2層）書き込み対応）�

リモコン（マウス機能対応）（赤外線方式）（＊25）（単4電池2個付属）�

約6.6ｋg

AC100V ・50/60Hz

平行2Pアース付�

フラットポイント付ワイヤレス・キーボード�（87キー、無線方式）（＊22）��
（単3電池2個付属）（＊23）�

約48W/117W 約46W/117W

約3W

横置き用フットを含まない場合：340×357.5×65mm、�
横置き用フットを含む場合：340×357.5×75mm�

●アプリケーションディスク＆ユーティリティディスク �
●HDMIケーブル（1.5ｍ） ●B-CASカード ●電源ケーブル �

●マニュアル類  ●リモコン ●保証書�

j区分 0.0022（AA）� j区分 0.0021（AA）�

Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、�
Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版�

温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～90%RH（非動作時）�
（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）�

ATI RadeonTM       HD 3200 + UVDテクノロジ�
（チップセットに内蔵）�

空き容量（＊11）� 約659GB 約426GB

LAN

最大表示色 

ハードディスクドライブ（＊10）�

【ハードウェア仕様一覧の注意事項】�
＊1 日本語32ビット版。 ＊2 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。 ＊3 パリティチェック機能はありません。 ＊4 デュアルチャネルで動作させるには、当社純正の増設メモリ（別売）を同一容量の2枚１組で
搭載してください。 ＊5 最大メモリ容量にする場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、当社純正の増設メモリ（別売）を実装する必要があります。その場合は、PC2-6400対応(DDR2)メモリ2GBを2枚1組で搭載してください。3GB
構成での動作は保証しておりません。 ＊6 4GB搭載時でも、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 ＊7 ATI HyperMemoryTM テクノロジにより、グラ
フィックス専用のローカルバッファ（64MB）とメインメモリの一部をビデオメモリとして同時に使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。 ＊8 グラフィック・アクセラレータの出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイで
はディザリング機能によって擬似的に表示されます。 ＊9 周辺機器によっては､添付のドライバなどがフロッピー媒体で提供されている場合があります。その際は､外付けオプションのフロッピーディスクドライブユニット（USB）が必要となります。内蔵はできま
せん。 ＊10 「NTFS」を採用しています。また、Windows RE領域、Cドライブ、Dドライブのパーティションに分かれており、Windows RE領域に約1GB、リカバリ領域として約16GB、Cドライブには約100GBを、Dドライブに残りを割り付けています。 ＊11 初
回起動時に「必ず実行してください」を実行後のWindows® システムから認識される容量です。 ＊12 このパソコンのIEEE 802.11n ドラフト2.0の通信速度は最大300Mbps（本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値で
あり、実際の速度とは異なります。）、周波数帯域は2.4GHz、推奨通信距離は屋内50m以内です。また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。 ＊13 IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に
設定する必要があります。 ＊14 無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。 ＊15 通信速
度は最大11Mbps(IEEE 802.11b規格による速度(理論値)であり実際の速度とは異なります)、周波数帯域は2.4GHz、推奨通信距離は屋内25m以内です。また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。使用可能なチャンネルは、1～13chです。 
＊16 通信速度は最大54Mbps（IEEE 802.11g規格による速度（理論値）であり実際の速度とは異なります）、周波数帯域は2.4GHz、推奨通信距離は屋内25m以内です。また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。  ＊17 SDメモリーカード
（SDHCメモリーカードを含む）、メモリースティック（メモリースティックPROを含む）の同時使用はできません。メモリースティックでは、著作権保護機能が使用されているデータの読み書きはできません。SDメモリーカードは著作権保護機能（CPRM）が使用さ
れているデータの読み書きに対応しています。miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDuoの場合、別途アダプターが必要となります。xD-ピクチャカード、マルチメディアカードには対応しておりません。 ＊18 USB1.1対応の周辺機器も利用できま
す。USB2.0で動作するには、USB2.0対応の周辺機器が必要です。また、すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 ＊19 すべてのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。 ＊20 HDMI出力端子とDVIコネクタの同
時出力はできません。また、マルチディスプレイはサポートしていません。 ＊21 音楽ソフトの著作権を保護するため｢シリアルコピーマネジメントシステム｣に準拠しています。ドルビーデジタル、DTS、AACの再生を行うには対応のアンプとスピーカーが必要で
す。 ＊22 稼働範囲は距離：最大10m(約3m以内を推奨)、角度：上下約20度、左右約45度ですが、設置環境や条件によって異なる場合や動作が不安定になる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。 ＊23 電池
寿命はアルカリ電池を使用し、1日2時間の使用で、約6ヶ月使用可能です。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。 ＊24 操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。 ＊25 稼働範囲は距離：正面で約5m、角度：上下左右
約30度です。なお、設置環境や条件によって異なる場合があります。また､複数の機器をご使用になる場合､混信の可能性があります。 ＊26 矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用AC電源等）に接続されると、故障する場合がありま
す。 ＊27 出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。 ＊28 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し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。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100％以上
200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上です。 ＊29 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。�

ダブル録画録画�ダブル録画録画�ダブル録画�

＊ 下記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては下記機能をサポートしていない場合があります。�
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ダブル録画�ダブル録画�

スロットインスーパーマルチドライブ（DVD±R DL（2層）書き込み対応）�

TEO/C70D

－�

＊Blu-ray Disc、DVDソフトによっては再生できない場合があります。 ＊ディスクによってはご利用になれない場合もあります。 ＊書き込み、書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み、書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売され
ていない場合があります。 ＊読み出し、書き込み速度は、ディスクや動作環境によって異なる場合があります。 ＊Blu-ray Disc、DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。 ＊同じ機種の場合でも、媒体の装着方式が異なる場
合があります。 ＊Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。 ＊BD-RE Ver1.0ディスクには対応しておりません。 ＊12cmのBlu-ray Disc、CD/DVDがお使いになれます。また、8cmのディスクはご使用になれません。 �

■Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ仕様一覧�
ドライブ� スロットインBlu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応） 

●DVD-ROM ●DVD-R（3.95GB/4.7GB） ●DVD-R DL（2層）（8.5GB） ●DVD-RW（4.7GB）�
●DVD+R（4.7GB） ●DVD+R DL（2層）（8.5GB） ●DVD+RW（4.7GB） ●DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）�

●DVD-R（4.7GB for General） ●DVD-R DL（2層）（8.5GB） ●DVD-RW（4.7GB） �
●DVD+R（4.7GB） ●DVD+R DL（2層）（8.5GB） ●DVD+RW（4.7GB） ●DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）�

●CD：最大24倍速 ●CD-R：最大24倍速 ●CD-RW：最大24倍速 ●DVD-ROM：最大8倍速 �
●DVD-R：最大8倍速 ●DVD-R DL（2層）：最大6倍速 ●DVD-RW：最大8倍速 ●DVD+R：最大8倍速�
●DVD+R DL（2層）：最大6倍速 ●DVD+RW：最大8倍速 ●DVD-RAM：最大5倍速 ●BD-ROM：最大4倍速�
●BD-R：最大4倍速 ●BD-RE：最大2倍速�
●BD-R DL（2層）：最大2倍速 ●BD-RE DL（2層）：最大2倍速�

●CD-R：最大24倍速 ●CD-RW：最大10倍速 ●DVD-R：最大8倍速 ●DVD-R DL（2層）：最大4倍速�
●DVD-RW：最大6倍速 ●DVD+R：最大8倍速 ●DVD+R DL（2層）：最大4倍速 ●DVD+RW：最大8倍速�
●DVD-RAM：最大5倍速 ●BD-R：最大4倍速 ●BD-RE：最大2倍速 ●BD-R DL（2層）：最大2倍速 �
●BD-RE DL（2層）：最大2倍速バッファアンダーランエラー防止機能�

書き込み可能BD

読み出し可能DVD

書き込み／書き換え速度�

書き込み可能DVD

読み出し速度�

対応モデル� TEO/C90D

●DVD-ROM ●DVD-R（3.95GB/4.7GB） ●DVD-R DL（2層）（8.5GB） ●DVD-RW（4.7GB）�
●DVD+R（4.7GB） ●DVD+R DL（2層）（8.5GB） ●DVD+RW（4.7GB） ●DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）�

●DVD-R（4.7GB for General） ●DVD-R DL（2層）（8.5GB）●DVD-RW（4.7GB） �
●DVD+R（4.7GB） ●DVD+R DL（2層）（8.5GB）●DVD+RW（4.7GB） ●DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）�

●CD：最大24倍速 ●CD-R：最大24倍速 ●CD-RW：最大24倍速 ●DVD-ROM：最大8倍速�
●DVD-R：最大8倍速 ●DVD-R DL（2層）：最大6倍速 ●DVD-RW：最大8倍速 ●DVD+R：最大8倍速�
●DVD+R DL（2層）：最大6倍速 ●DVD+RW：最大8倍速 ●DVD-RAM：最大5倍速�

●CD-R：最大24倍速 ●CD-RW：最大10倍速 ●DVD-R：最大8倍速 ●DVD-R DL（2層）：最大4倍速�
●DVD-RW：最大6倍速 ●DVD+R：最大8倍速 ●DVD+R DL（2層）：最大4倍速 �
●DVD+RW：最大8倍速�
●DVD-RAM：最大5倍速  バッファアンダーランエラー防止機能 

●BD-ROM ●BD-R（25GB） ●BD-R DL（2層）（50GB）�
●BD-RE（25GB） ●BD-RE DL（2層）（50GB）�

●BD-R（25GB） ●BD-R DL（2層）（50GB） ●BD-RE（25GB） ●BD-RE DL（2層）（50GB）�

読み出し可能BD

■録画・保存可能時間�

BS・110度CSデジタルハイビジョン放送�
�

地上デジタル放送�

BS・110度CSデジタルハイビジョン放送�
�

地上デジタル放送�

� 長時間�

超長時間�

約24Mbps�
�

約17Mbps�

�

約9Mbps�

�

約4.5Mbps�

約2.4Mbps

ー�
�

ー�

�

約1時間�

�

約2時間�

約4時間�

ー�
�

ー�

�

約2時間�

�

約4時間�

約8時間�

約2時間�
�

約3時間�

�

約6時間�

�

約12時間�

約23時間�

約4時間�
�

約6時間�

�

約12時間�

�

約24時間�

約46時間�

約64時間�
�

約91時間�

�

約172時間�

�

約344時間�

約646時間�

約41時間�
�

約58時間�

�

約110時間�

�

約221時間�

約414時間�

最高画質�

高画質�

録画モード� ビットレート�

1920×1080�

1440×1080�

1440×1080�

1920×1080�

1440×1080�

1440×1080�

1440×1080�

720×480

解像度�

MPEG2-TS�
�

MPEG2-TS�

�

H.264�

�

H.264�

H.264

記録方式�

保存可能時間�最大録画時間※5
   �

DVD-R※6
 
/ DVD-RW�

（4.7GB）�
DVD-RAM�
（9.4GB）�

BD-RE/BD-R※7
   �
�

（25GB）�
BD-RE/BD-R DL（2層）※7

   �
�

（50GB）�
TEO/C90D�
(750GB)

TEO/C70D�
（500GB）�

※2 PCの映像出力フォーマットです。�
　　お使いのテレビやディスプレイによっては、ご使用になれません。�
※3 HDCP非対応のディスプレイと接続時は、「WinDVD®」や「DigitalTVbox」、�
　　「DVD MovieWriter®」は、ご使用になれません。�
※4 本解像度をサポートしたディスプレイのみ表示できます。�
＊ テレビ、ディスプレイによっては、正常に表示できない場合があります。�

ドット・バイ・ドット表示確認テレビと接続すれば、自動的に画面ぴったりに表示されます。さらに自動ドット・バイ・ドット表示対応テレビ
（パナソニック製ビエラ）と接続するだけで、TEOやテレビの設定なしで自動的にドット・バイ・ドット表示になります。�

1920×1200ドット※4  、1600×1200ドット、1440×900ドット
※4
  、1360×768ドット

※4
 
 、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット�

映像出力フォーマット�

解像度�

1080i（1125i）�

1920×1080ドット�

1080p（1125p）�

1920×1080ドット�
1360×768ドット※2

   �

720p（750p）�

1280×720ドット�

HDMI�
出力端子�

接続端子� 映像出力フォーマット/解像度�

DVI-Dコネクタ※3
   �

接続端子� 表示解像度�

■FMV-TEOの接続端子別出力解像度�

※1 ドット・バイ・ドット表示にするには、「TEO Utility」を起動して「かんたん設定」�
　　を実行してください。�
＊ テレビに直接接続しない場合、「WinDVD®」や「DigitalTVbox」、「DVD MovieWriter®」
　は、ご使用になれません。テレビによってはディスプレイ部とチューナー部が分かれている
　場合があり、機種によっては動作制限される場合があります。�

●詳細なテレビとの動作確認情報や画面の表示イメージについては、�

　（http://www.fmworld.net/fmv/teo/）に掲載しています。�

　　   型　名�

TH-50PZR900�

TH-46PZR900�

TH-42PZR900�

TH-103PZ800�

TH-65PZ800�

TH-58PZ800�

TH-50PZ800�

TH-46PZ800�

TH-42PZ800�

TH-46PZ85�

TH-42PZ85�

TH-50PZ80�

TH-46PZ80�

TH-42PZ80�

TH-65PZ750SK

　　     　型　名�

TH-58PZ750SK�

TH-50PZ750SK�

TH-42PZ750SK�

TH-50PZ70�

TH-42PZ70�

TH-50PX80�

TH-37LZ85�

TH-32LZ85�

TH-37LZ80�

TH-32LZ80�

TH-37LZ75�

TH-32LX80-H、 -S�

TH-26LX80-H、 -S�

TH-20LX80-H、 -S�

TH-17LX8-P、 -S、 -W、 -R、 -A

　　   　　型　名�

LC-65RX5-T、-B�

LC-52RX5-T、-B�

LC-46RX5-T、-B�

LC-65RX1W�

LC-57RX1W�

LC-52RX1W�

LC-46RX1W�

LC-42RX1W�

LC-52GX5、4W、 3W、 2W、 1W�

LC-46GX5、4W、 3W、 2W、 1W�

LC-42GX5、4W、 3W、 2W、 1W�

LC-37GX5、4W、 3W、 2W、 1W�

LC-32GX5�

LC-32GH5、4、 3�

LC-26GH5、4、 3

　　   　　型　名�

LC-42DS5-B、 -W、 -R�

LC-37DS5-B、 -W、 -R�

LC-32DS5-B、 -W、 -R�

LC-42DS3-B、 -W、 -R�

LC-37DS3-B、 -W、 -R�

LC-32DS3-B、 -W、 -R�

LC-32DS1-B、 -W、 -R�

LC-32D30-B、 -W、 -R、 -C、 -G�

LC-26D30-B、 -W、 -R�

LC-20D30-B、 -W、 -R、 -C、 -G�

LC-32D10-B、 -W、 -R�

LC-26D10-B、 -W、 -R�

LC-20D10-B、 -W、 -R�

LC-52EX5�

LC-46EX5

　  型　名�

LC-42EX5�

LC-37EX5�

LC-32P1-W�

LC-26P1-W�

LC-22P1-W

　　   型　名�

TH-50PZ700SK�

TH-42PZ700SK�

TH-50PZ700�

TH-42PZ700�

TH-103PZ600�

TH-65PZ600�

TH-58PZ600�

TH-50PZ600

自動ドット・バイ・ドット表示対応テレビ� ドット・バイ・ドット表示対応テレビ※1

パナソニック製�
ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」�

パナソニック製�
ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」�

　　   型　名�

LT-47LH905�

LT-42LH905�

LT-37LH905�

LT-47LH805�

LT-42LH805�

LT-37LH805�

�

�
日本ビクター製「EXE」�

　　   型　名�

UT47-XP770B、W�

UT42-XP770B、W�

UT37-XP770B、W�

UT47-XV700�

UT42-XV700�

UT37-XV700

�
日立製作所製「Wooo」�

シャープ製�
ファミリンク対応テレビ「AQUOS」 

※5 「最高画質モード」は出荷時の状態で内蔵ハードディスクに録画する場合。各録画時間は目安の時間であり、番組によっては実際の録画時間や、「DigitalTVbox」に表示される残時間とは一致しない場合があります。�
　　「高画質モード」、「長時間モード」、「超長時間モード」の時間は、出荷時の状態で内蔵ハードディスクに録画した番組を各モードで画質変換した場合。または、各モードでデジタル放送を受信しながら画質変換をするリアルタイム長時間録画を行った
　　場合。ただし、リアルタイム長時間録画はアップデートプログラムを別途インストールする必要があります。アップデートプログラムのインストール方法や詳細につきましては、（http://www.fmworld.net/fmv/teo/）にてお知らせいたします。�
※6 DVD-R DL（2層）には対応していません。　※7 TEO/C90Dのみ。�

■ＴＥＯ推奨テレビ一覧（表示領域の自動設定対応テレビ）�

340mm

357.5mm

65mm

〈本体前面〉�

〈右側面〉�

75mm

〈本体背面〉�

HDMI出力端子�
DVI-Dコネクタ（HDCP対応）�

地上デジタルアンテナ入力端子�

BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子�

光デジタルオーディオ出力端子�
USBコネクタ�
LANコネクタ�

ラインイン端子 

ラインアウト端子�

※8 TEO/C90Dのみ。TEO/C70Dの場合はスロットインスーパーマルチドライブです。�

〈本体前面〉�

CONNECTボタン�
B-CASカードスロット�
ダイレクト・メモリースロット�
IEEE1394（DV）端子�

スロットイン�
Blu-ray Discドライブ�
（スーパーマルチ�
ドライブ機能対応）※8

 �

ディスク取り出しボタン�

ヘッドホン端子�
マイク端子�

USBコネクタ�

電源ボタン�

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/）�

■環境への取り組み� ■オプション�

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008に規定される特定化学物質（鉛・
六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジ
フェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示でき
るマークです。カタログ掲載の製品は、J-Mossグリーンマークに対応しています。
J-Mossの詳細は、http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.htmlをご参照ください。�

＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、
http://www.fmworld.net/fmv/jmoss/をご覧ください。�

このマークが付いた富士通製パソコンは、新たな料金のご負担なく富士通が
リサイクル（回収・再資源化）いたします。詳しくは、下記のホームページをご
覧ください。�

富士通パソコンリサイクル受付センター�
■お申し込み　http://azby.fmworld.net/recycle/�
■お問い合わせ　03-5715-3140（受付時間 9：00～17：00、土・日・祝日を除く）�

 縦置き用フット�
「FMV-FT03」オープン価格�

●TEOシリーズ専用�

●本体を縦置きで使用する際に必要�

●キーボードもコンパクトに収納可能�

●フットを使用して縦置きにした寸法（幅×奥行×高さ）�

　：200×357.5×357mm（突起部含まず）�

J-Mossグリーンマーク� PCリサイクル�
リサイクル�

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium
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FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。�

◎出張指導・セットアップ�
　サービスに関するお問合せ�
　PC家庭教師 0120-37-2794

◎富士通オープンカレッジに�
　関するお問合せ�
　事務局 0120-559-506

◎富士通マイゼミナールに関する�
　お問合せ�
�東　京（03）3255-4711�
名古屋（052）239-1181�
大　阪（06）6949-4137�
他全国55会場で開催�
http://www.fom.fujitsu.com/seminar/

富士通株式会社�
�

本社 〒105-7123�
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター�

富士通製品情報ページ�
http://wwwwww. fmworld.net/

iモードからも見られる製品情報�
http://www//www. fmworld.net/m//m/

CB2699  2009年1月 D ★このカタログに掲載されている製品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、予告なしに変更することがあります。�
�

このカタログの内容は、2009年1月現在のものです。�
このカタログは、森林認証紙および�
大豆インキを使用しています。�

注意：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るようお願
いいたします。�

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、こちらまで。�

＊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）�

0120-719-242通話料�
無料�

な  っ  と  く� フ  ジ  ツー�

安全に関するご注意�

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。�

水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの�
原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。�

【著作権に関するご注意】�

◎製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）�

Fujitsu disclaims that the products under this catalog or peripheral devices of the products conform standards or requirements of countries or regions outside Japan nor are compatible with any products or 
devices other than expressly so stated by Fujitsu in writing. Repair and technical support requests are accepted only in Japan.

■商標について●AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Turion、ATI、ATIロゴ、Radeon、ATI HyperMemory、ならびにこれらの組み合せは、
Advanced Micro Devices,Inc.の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer、
Windows Media、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴは､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。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LCCの商標または登録商標
です。●“Blu-ray Disc”は商標です。●AVCRECはBlu-ray Disc Associationの登録商標です。●SDHCロゴは商標です。●“メモ
リースティック”はソニー株式会社の商標または登録商標です。●i-フィルターはデジタルアーツ株式会社の商標です。●Gガイド、G-GUIDE、
およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。●「脳力ト
レーナー」はセガトイズの登録商標です。●その他の名称および製品名については､一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。�

JAPAN
MADE IN

お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、生産拠点にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立
など、よりよい製品作りのために活用しています。�

お客様�生産拠点�

「富士通川崎工場」�「富士通アイソテック」�

開発拠点�

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

24時間�
365日  

※1

Blu-ray Disc視聴に関するご注意�

無線LAN 対応製品使用上のご注意�

デジタル放送対応モデルご購入前のご注意�

■ Blu-ray Disc/DVD/CDドライブについて�
● 本製品に搭載されているBlu-ray Disc/DVD/CDドライブはレーザを使用しています。�

クラス1レーザ製品�

「信頼」と「高品質」をめざして。�
開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立しています。�

24時間365日対応 ※1FMVなら�安心�
富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口�
通話料�
無料�0120-950-222
※1 システムメンテナンスのため、サービスを休止する場合がございます。�
　　また、サービス内容により、受付・回答時間が異なる場合がございます。�

＊電話番号はお間違えのないように�
　おかけください。  

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）などは、お
客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目
的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。�

■カタログについてのご注意�
●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品､画面とはデザインなどにおいて異な
ることがあります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成で
す。●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●本カタログに記載の製品のディスク容量は､一般的に
1MB=10002byte、1GB=10003�byte換算値です｡1MB=1024

2
 byte、1GB=1024

3
�byte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。●フロッピーディスクは、フォーマットした環境（メーカー、機種、ソフト）が違うと、データを読み書きできないことがあります。●パ
ソコンで作成したBlu-ray DiscやDVDは、ご使用いただくBlu-ray DiscプレーヤーやDVDプレーヤー、記録媒体または記録状態などによって、再生
できない場合があります。●プレインストール／添付ソフトのバージョン／レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機
能が制限される場合があります。●プレインストール／添付ソフトは、市販のパッケージ製品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものが
あります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレインストール／添付ソフトウェアのマ
ニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。�
■製品のご使用について�
●Windows Vista用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中にはパソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各
ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●オプション機器をご購入の際には､富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の
「FMVシリーズ システム構成図」を参照し､接続を確認したうえでお買い求めください。●本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議
会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりませ
ん。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。●誤操作や故障などにより、パソコンの記憶内容が失われたり、使用できな
い場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。
重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。●「リカバリディスク」を標準添付していませんので、あらかじめハード
ディスクに保存されているリカバリ用データを、市販のDVD（DVD-RAM、DVD-R DL除く）ディスクやBlu-ray Discに保存しておくことをおすすめ
します。万が一、リカバリデータを破損、および誤って消去した場合は、お問い合わせ窓口（0120-950-222）にご相談ください。●「マイリカバリ」
「FM かんたんバックアップ」「かんたんバックアップレスキュー」「PC乗換ガイド」では、すべてのデータの保存/復元/移行を保証するものではあ
りません。また、著作権保護された映像（デジタル放送の録画番組など）や音楽などは保存/復元/移行/利用できない場合があります。●「WinDVD®」
で動画を再生している際、他のソフトウェアの動作状態によっては動画がスムーズに再生されない場合があります。●本カタログに記載の製品
の内蔵ハードディスクなどの修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますので
ご了承ください。●本カタログに記載された製品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店などにご確認のうえ、お
選びください。●本製品を台の上に置く場合は、本製品の底面よりも広く水平であること、本製品の重量に耐えられるものであることをあらかじめ
ご確認ください。本製品の底面よりも小さい台に乗せますと、転倒のおそれがあり危険です。●本製品には、有寿命部品（CD/DVDドライブ、
HDD等）が含まれています。有寿命部品の交換の時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年で
す。なお、長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、http://www.fmworld.net/support�
/hosyo/index.htmlをご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●本カタログ掲載製品の価
格には配送・設置・アンテナ工事・その他付帯工事・インストール・操作指導などの費用は含まれておりません｡●本製品の保証期間は1年間で
す。●本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年間です。●本製品を海外に
輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●カタログに掲載されてい
る周辺機器をご利用の際は、ドライバおよびソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。●ユーザー登
録の際にはお客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を登録していただく必要があります。 

●市販されているBlu-ray Discや、デジタル放送を移動（ムーブ）/ダビングしたコンテンツの再生には「WinDVD®」を、デジタル放送
を移動（ムーブ）/ダビングしたコンテンツの編集には「DVD MovieWriter®」を使用してください。「Windows Media® Player」やそ
の他市販ソフトを使用してBlu-ray Discの再生はできません。●「WinDVD®」でBlu-ray Discを再生する際は、ご購入時の状態か
ら最新状態に更新してください。「WinDVD®」を更新するには、サポートページ（http://azby.fmworld.net/support/）から対応プロ
グラム（随時提供）をダウンロードして、インストールしてください。●Blu-ray Discでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再
生するために著作権保護技術AACSを採用しています。Blu-ray Discを継続的にお楽しみいただくためには、定期的にAACSキーを
更新することが必要です。AACSキーは「WinDVD®」または、「DVD MovieWriter®」、「DigitalTVbox」が表示するメッセージに従
いインターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生
ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本製品にイ
ンストールされた「WinDVD®」、「DVD MovieWriter®」、「DigitalTVbox」は製品出荷開始後5年間はAACSキーの更新を行うこと
ができます。それ以降の対応につきましては、（http://www.fmworld.net/aacs/）にアクセスしてご確認ください。●Blu-ray Disc再
生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンな
どの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、コンテンツに添付されている取扱説明書を参照するか、発売メ
ーカーに直接お問い合わせください。●使用するBlu-ray Discのタイトルによっては、動画や音声をスムーズに再生できない場合が
あります。●Blu-ray Discを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動
させたり、他の操作は行わないでください。●「DigitalTVbox」でテレビ番組を録画中は、Blu-ray Discを再生しないでください。Blu-
ray Discの再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。また、Blu-ray Disc再生中に、テレビ番組の予約録画
が開始されると、Blu-ray Discの再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合がありますので、録画予約されていない時間
帯にBlu-ray  Discの再生をしてください。●Blu-ray Discの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。�

2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなど
で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下
「他の無線局」と略す）が運用されています。 1.本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。 
2.万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、
使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。 3.無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域
を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、
与干渉距離は40mです。 4.ワイヤレス製品は日本仕様のため、日本国内以外ではご使用になれません。 5.心臓ペースメーカ
ーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。　6.無線LAN
ではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.fmworld.net/annc/wlan/index.html>
をご覧ください。 7.IEEE802.11bのチャンネル14はサポートしておりません。�

■電波・受信・施設（アンテナ等）について●デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル（別売）の他に、利用環境によっては分配
器（別売）もしくは分波器（別売）、混合器（別売）などが必要となります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向
けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースターやアッテネーター（別売）などが必要になる場合
があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●BSデジタル・110度CSデジタル放送
が地上デジタル放送と同じケーブルで伝送されている場合は、分波器を使ってBSデジタル・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送に分け
てから接続してください。●BSデジタル・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、BSデジタル・110度CSデジタル放送に対応した衛星アン
テナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、チャンネルによっては加入契約が必
要です。●BSデジタル・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり雪がアンテナに付着すると電波が弱
くなり、一時的に画面にノイズや音声に雑音が出たり、最悪の場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものです。ま
た、衛星あるいは放送局側のトラブルにより放送がご覧になれない場合があります。●ケーブルテレビをご利用のお客さまは、伝送方式によって
は地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ、伝送方式について、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。なお、本
製品は同一周波数パススルー（放送電波と同じチャンネルでUHF帯で送信される）方式、周波数変換パススルー（放送電波をVHF・MID・SHB
帯に周波数変換して送信される）方式に対応しており、この場合ケーブルテレビの端子に本製品をそのまま接続することで地上デジタル放送を
ご利用いただくことが可能です。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認くださ
い。（http://www.dpa.or.jp）■共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について●難視聴対策、電波障害対策の共聴施設や、集
合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要に
なる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。■視聴・録画について●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に
添付の「B-CASカード」をパソコン本体に挿入しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。
●録画は本製品に内蔵のハードディスクの専用フォルダにのみ可能です。Blu-ray DiscやDVDディスクや市販の外付けハードディスクには録画
できません。●デジタル放送の視聴・録画、ハードディスクに録画したデジタル放送の番組の再生は、本製品にプレインストールされているテレビ
ソフト「DigitalTVbox」でのみ対応しています。●「DigitalTVbox」での「受信レベル」が60以上であることがデジタル放送を見るための目安で
す。60未満の時は、アンテナや、ブースター、アッテネーター、分波器などの追加や調整が必要になる場合があります●録画したデータは録画し
たパソコンでのみ再生可能です。外付けハードディスクなどにバックアップ（一時的にデータを退避）することは可能ですが、再生するためには録
画した機器の録画したフォルダに戻す必要があります。バックアップするためには録画データより大きい空き領域が必要ですのでご注意ください。
なお、他のパソコン、録画/再生機器やBlu-ray DiscやDVD、外付けハードディスク、パソコンにコピーまたは移動して再生することはできません。
●録画した番組をネットワーク経由で他の機器で再生する際は、字幕放送、データ放送、番組情報は表示されません。●無線LANで録画番組の
配信、受信を行う場合、IEEE 802.11nでの通信で、画質変換したものを推奨します。ただし、通信速度や電波状況によってコマ落ちが発生する
場合があります。対象機種や注意事項につきましては、http://azby.fmworld.net/support/soft/np/でご確認ください。●ハイビジョン映像を解像
度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度へ変換した上で表示します。●予約録画はログオンしているユーザーアカウ
ントの種類が「管理者」または、「標準」ユーザーの場合のみ動作します。「Guest」ユーザーでログオンした状態では、視聴および予約録画が開
始しませんのでご注意ください。●Windows®の「ユーザーの切り替え」に対応していないため、録画中に「ユーザーの切り替え」を行うと、録画
が停止します。「ユーザーの切り替え」を行う際は、録画中ではないことを確認してください。●「DigitalTVbox」や「G-GUIDE® for Windows」
を起動した場合、Windows® Aero

TM はオフになります。●デジタル放送は、Windows Vista® を起動した後に「DigitalTVbox」で視聴できます。
■コピー、移動（ムーブ）、ダビング、画質変換について●ハードディスクに録画した「ダビング10」対応の番組は、Blu-ray DiscもしくはCPRM対
応のDVDにコピー9回と移動（ムーブ）1回することができます。10回目は「移動（ムーブ）」となり、ハードディスクの録画番組データは削除されま
す。コピーの途中でキャンセルボタンを押して書き込みを中止した場合は、その時点までのデータがBlu-ray DiscもしくはDVDに保存され、「ディ
スク作成可能回数」は1回減ります。「ディスク作成可能回数」が1回の場合、移動（ムーブ）の途中でキャンセルボタンを押して書き込みを中止
した場合は、その時点までのデータがBlu-ray DiscもしくはDVDに保存され、ハードディスク内の録画番組は削除されます。●デジタル放送のす
べての番組が「ダビング10」対応になるわけではありません。「ダビング10」の対応状況については、各放送局にお問い合わせください。●録画
予約時に「ダビング録画」を「する」に設定してハードディスクに録画した番組は、ハードディスクの録画番組を残したままBlu-ray DiscやCPRM
対応のDVDに書き出すことができます。ただし、ダビングは同時に1つしか録画予約できず、1つの録画番組でダビングは1回しか実行できません。
また、録画番組がBlu-ray DiscもしくはDVDの残り容量を超えて2枚以上にまたがる場合、2枚目以降の作成は行われませんので、Blu-ray Disc
もしくはDVDの残り容量にご注意ください。ダビングの途中でキャンセルボタンを押して書き込みを中止した場合は、その時点までのデータが
Blu-ray DiscもしくはDVDに保存され、ハードディスクに残った録画番組は再生のみできますが、再度ダビングや、画質変換をすることはできませ
ん。なお、ダビングが完了した後も、画質変換をすることはできません。●「ダビング」機能は、「コピーワンス」の番組でのみ利用できます。「ダビ
ング10」対応の放送番組は、「ダビング」設定で録画しても、「ダビング10」として録画されます。●1枚のBlu-ray DiscもしくはDVDに書き出せる
時間は可変ビットレート（VBR）のMPEG2に変換するため、録画番組により変動します。●Blu-ray DiscもしくはDVDにコピー、移動（ムーブ）も
しくはダビング、画質変換中は、テレビ番組の視聴・録画・予約録画の実行ができません。●DVDへの書き出しは、フォーマット変換処理を行うた
め、録画番組の再生時間よりも長い時間が必要になります。●複数の録画データを一度に画質変換することはできません。●画質変換中にキ
ャンセルした場合、変換した後のデータは消去されますが、元の録画番組データはハードディスクに残ります。再度変換した場合は、元データが最
初から画質変換されます。●Blu-ray DiscやDVDに保存した番組を、パソコンやパソコン以外で再生する場合、CPRMやAACS、AVCRECに
対応した「WinDVD®」やプレーヤー、レコーダーをご使用ください。ただし、動作保証は致しません。●Blu-ray DiscもしくはDVDにコピー、移動
（ムーブ）やダビングした番組を、パソコンや他の機器・媒体に再度コピー、移動（ムーブ）やダビングすることはできません。●「DigitalTVbox」で
録画した番組をBlu-ray DiscまたはDVDにコピー、移動（ムーブ）もしくはダビング、画質変換中は、手動でスリープ状態に移行しようとしても、ス
リープ状態へは移行せずにアウェイモードへ移行します。●画質変換していない番組をDVDに保存する際は、字幕放送、データ放送、番組
情報は保存されません。Blu-ray Discの場合は保存されますが、「WinDVD®」で表示されません。画質変換する際は、字幕放送、番組情報
は保存しますがデータ放送は保存されません。また、画質変換した番組をBlu-ray DiscもしくはDVDに保存する場合は、字幕放送、番組情
報は保存されますが「WinDVD®」では表示できません。■編集/加工について●録画した番組をハードディスク上で編集/加工することはで
きません。Blu-ray Disc（BD-RE、BD-RE DL）、DVD（DVD-RAM、DVD-RW）へ保存した番組を「DVD MovieWriter®」で編集可能で
す。ただし、画質変換した番組は編集できません。■修理について●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、修理
しても録画した番組が再生できなくなる場合があります。また、修理可能でも時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。■そ
の他●双方向サービスをご利用いただくには、有線LANによるインターネット接続が必要となり、別途通信料がかかることがあります。無線
LANによる双方向サービスはサポートしていません。●他のソフトウェアの動作状況などご利用環境によっては、コマ落ちなどが生じる場合
がありますが、故障ではありません。●本製品のデジタル放送の録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。�


