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＊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。

★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などは、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10月現在のものです。
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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。

Windows®. Life without WallsTM. 富士通がお勧めする Windows 7.

※1 日本語版です。　※2 Windows® XP での動作は、マイクロソフト株式会社のサポート対象外となります。 また、添付されているすべてのアプリケーションについて、Windows® XP Professional 上での動作保証はしていません。Windows® XP ダウングレードをご利用になる場合は、こちらをご確認ください。（http://azby.fmworld.net/support/xpdg/）
※3 AC100～240V用。ただし、標準添付されている電源コードはAC100V（日本国内専用品）用です。また、矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用AC電源など）に接続されると、故障する場合があります。　※4 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ます。　※5 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。なお、装置構成によってはご利用可能なメモリ容量は異なります。　※6 メインメモリは PC3-8500 ですが、PC3-6400 で動作します。　※7 最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ（別売）を実装する必要があります。　※8 取り付けるメモリの容量の組み合わせによってはシングルチャネルで動作します。　※9 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。　※10 メインメモリは PC2-5300 ですが、PC2-4200 で動作します。　※11 本製品のグラフィック・アクセラレーターは DirectX 9 をサポートしています。DirectX 10 を必要とするゲームやソフトウェアは動作しません。
詳細は http://windows.microsoft.com/systemrequirements をご覧ください。 　※12 Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで変化します。　※13 メインメモリを 4GB にした場合のメモリ容量は、R/E50 は最大 1277MB、LOOX C シリーズは最大 1288MB（それぞれメイン
メモリと共用）になります。　※14 液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。　※15 LCD はディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があ
ります。　※16 クローン表示の値であり、マルチモニター表示の値ではありません。　※17 「NTFS」を採用しています。また、Windows RE 領域とリカバリ領域に約 16GB 使用しています。残りの容量を C ドライブ、D ドライブにそれぞれ約 50％ずつ割り当てています。　※18 メインメモリを 2GB にした場合のメモリ容量は、最大 256MB（メインメモリと共用）になりま
す。　※19 初回起動時に「必ず実行してください」を実行後にWindows® システムから認識される容量です。　※20 再生時。録音時は最大 96ｋHz/16 ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。　※21 デジタルマイクの音声は、スピーカー及びヘッドホンから直接出力できません。 　※22 音楽 DVD/CD の操作は OS の動作中
に限ります。　※23 SD メモリーカード（SDHC メモリーカードを含む）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。（R シリーズ、LOOX C シリーズ、LOOX M シリーズを除く）miniSD カードや microSD カード、microSDHC カードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべての SD メモリーカード（SDHC メモリー
カードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIO カード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能な SD メモリーカードは最大 2GB、SDHC メモリーカードは最大 32GB までとなります 。　※24 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）、xD- ピクチャーカードの同時使
用はできません。　※25 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。　※26 すべての xD- ピクチャカードの動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能な xD- ピクチャーカードは最大 2GBまでとなります。　※27 メモリースティック（メモリースティックPRO、メモリー
スティック PRO-HG を含む）は著作権保護機能が使用されているデータの読み書きができません。メモリースティック（メモリースティック PRO を含む）の 4 ビットパラレルデータ転送に対応しています。メモリースティック PRO-HG は 4 ビットパラレルでのデータ転送となります。メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo、メモリースティック PRO-HG 
Duo、メモリースティックマイクロの場合、別途専用のアダプターが必要になります。すべてのメモリースティック（メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG を含む）の動作を保証するものではありません。また、ご使用可能なメモリースティックは 128MB まで（メモリーセレクト機能は 256MB）、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG は
最大 16GB までとなります。　※28 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。また、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。　※29 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。　※30 出力可能な映像フォーマット / デスクトップ解像度は次のと
おりです。・1080i（1125i）/1920×1080ドット、・1080p（1125p）/1920×1080ドット、・720p（750p）/1280×720ドット、・1360×768ドット（HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。）また、マイク・ラインイン兼用端子及び内蔵アナログマイクの音声は直接出力できません。
※31 ご購入時はマイク端子、ヘッドホン端子として使用できます。OS 上の設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。　※32 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.1.0） 』（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html ）。なお、本体のみ省電力制御あり。満充電の場合。ただし、
実際の稼働時間は使用条件により短くなる場合があります。　※33 モバイル・マルチベイ用カバー装着時。　※34 電源 OFF または、スリープ時。　※35 ＡＣアダプタ運用時。ただし、周辺機器の接続なし。出荷構成で OS を起動させた状態での測定値です。　※36 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。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が 100％を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。　A：100％以上 200％未満、AA：200％以上 500％未満、AAA：500％以上　※37 各製品で質量が異なる場合があります。　※38 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 及びドライバーを提
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。　注 1 ご利用環境によっては、動画再生時において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。　注 2 上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上記の機能をサポートしていない場合があります。

インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 インテル® Core™2 Duo プロセッサー 
SU9400（超低電圧版）

2.53GHz

LEDバックライト付高輝度・低反射TFTカラー LCD
（スーパーファイン液晶）

FLバックライト付高輝度・低反射TFTカラー LCD
（スーパーファイン液晶）

LEDバックライト付高輝度・低反射TFTカラー LCD
（スーパーファイン液晶）

Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版、
Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版、

Windows® XP Professional 32 ビット正規版（SP3）（※2）

Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 、
Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版、
Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版

MG/E75

FMVMGE75P

MG/E70

FMVMGE70P

MGシリーズ

R/E70

FMVRE70P

R/E50

FMVRE50P

 Rシリーズ

LOOX C/E50LOOX C/E70

●FMVLCE70B
●FMVLCE70R
●FMVLCE70L

●FMVLCE50B3
●FMVLCE50R3
●FMVLCE50L3

●FMVLCE50B
●FMVLCE50R
●FMVLCE50L

LOOX Cシリーズ

LOOX M/E10

●FMVLME10R2
●FMVLME10W2

●FMVLME10B
●FMVLME10R

●FMVLME10W
●FMVLME10V

LOOX Mシリーズ

品名

型名

シリーズ名

基本OS（※1）

ＣＰＵ

グラフィック・
アクセラレーター

ビデオメモリ

キーボード

ワンタッチボタン /
DVD操作など（※22）

ポインティングデバイス

指紋センサー－P.6 別表参照－

ExpressCard スロット
PCカードスロット
Bluetooth® －別表参照－

ダイレクト・メモリースロット
USB（※28）
IEEE1394（DV）（※29）

映像出力

LAN

オーディオ

モデム 

LAN 

無線 LAN
－別表参照－

液晶ディスプレイ
（※14）

外部ディス
プレイ表示

システムバス
チップセット

メモリスロット数（空き）

メインメモリ（標準 /最大）

ハードディスクドライブ

オーディオ機能

モバイル・マルチベイ

スピーカー /マイク
カメラ

電源供給方式

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2007年度基準）（※36）
外形寸法（幅×奥行×高さ）
（突起部含まず）

バッテリパック

バッテリ充電時間（※34）
消費電力（標準時（※35）/最大時 /スリープ時）

バッテリ
稼働時間
（JEITA測定法 1.0）
（※32）

本体質量
（バッテリパック含む）（※37）

温湿度条件

状態表示
盗難防止用ロック取り付け穴

サポートOS（※1）（※38）

主な添付品

DVD/CD ドライブ 
－別表参照－

動作周波数
2次キャッシュメモリ
セキュリティ機能

解像度 /表示色
パネルサイズ
外部ディスプレイのみ
同時表示（※16）

空き容量（※19）

内蔵バッテリパック
内蔵バッテリパック（L）
内蔵バッテリパック＋
増設用バッテリ

表
示
機
能

入
力
装
置

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

通
信
機
能

Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional  32 ビット 正規版
（Windows® XP Professional ダウングレード権含む）（※2）

インテル® Celeron® プロセッサー 
SU2300（超低電圧版）

Windows® 7 Home Premium 
32 ビット 正規版

3MB
1.40GHz
3MB

インテル® Core™2 Duo プロセッサー 
SU9400（超低電圧版）

1.40GHz
3MB

1.20GHz
1MB

CPUウイルス防止機能（※4）
1066MHｚ

2（0） SO-DIMM用 2（0） SO-DIMM用 2（1） SO-DIMM用

1280×800ドット 1677万色（※15） 1280×800ドット 1677万色（※15）

最大 1288MB（メインメモリと共用）（※12） 最大1277MB（メインメモリと共用）（※12） 最大776MB（メインメモリと共用）（※12）（※13）

モバイル インテル® GM45 Express チップセット

CPUウイルス防止機能（※4）
800MHｚ

モバイル インテル® GS45 Express チップセット
標準4GB（2GB×2）/最大 4GB（※5）

（デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500）
標準4GB（2GB×2）/最大 4GB（※5）
（デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-6400）（※6）

標準2GB（2GB×1）/最大 4GB（※5）（※7）（デュアルチャネル
対応可能DDR3 SDRAM PC3-6400）（※6）（※8）

チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）

インテル® Celeron® プロセッサー SU2300（超低電圧版）

1.20GHz
1MB

CPUウイルス防止機能（※4）
800MHｚ

2（1） SO-DIMM用

最大 776MB（メインメモリと共用）（※12）（※13）

モバイル インテル® GS45 Express チップセット
標準2GB（2GB×1）/最大 4GB（※5）（※7）

（デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM PC2-6400）（※8）

チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）チップセットに内蔵（モバイル インテル® 
GMA 4500MHD搭載）

スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（2層）書き込み対応） スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（2層）書き込み対応）

ー ー

ー

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

●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン） ●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン）
●HDMI 出力端子（※30）

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）

●モジュラーケーブル ●マニュアル類 ●ACアダプタ（※3）
●モバイル・マルチベイ用カバー ●トラブル解決ナビ＆ソフトウェアディスク1 ●保証書

●マニュアル類 ●ACアダプタ（※3） ●Windows® 7 Professional リカバリデータディスク（R/E70のみ）
  ●Windows® XP Professional リカバリデータディスク＆ユーティリティディスク（R/E70のみ）（※2） 

●トラブル解決ナビ＆ソフトウェアディスク1 ●保証書
●マニュアル類  ●ACアダプタ（※3）  ●保証書 ●マニュアル類  ●ACアダプタ（※3）  ●保証書

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版

SDメモリーカード/メモリースティック/ｘD-ピクチャーカード対応（※23）（※24）（※26）（※27）

RJ-45×1 RJ-45×1

約 8.2 時間（※33） 約 7.0 時間（※33） 約 5.5 時間　※オプション　
約12.0 時間　※標準添付

約5.8 時間　※オプション　
約12.5 時間　※標準添付 約9.2時間 約 6.2 時間

USB2.0 準拠×3（右側面×3） USB2.0 準拠×3（右側面×1、左側面×2）
4 ピン× 1（S400）

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ

リチウムイオン 10.8Ｖ 5800mAh 内蔵バッテリパック：リチウムイオン 10.8V 2900mAh ※オプション 
内蔵バッテリパック（L）：リチウムイオン 10.8V 5800mAh ※標準添付 リチウムイオン 11.1V 5200mAh

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック（最大192kHz/24 ビット（※20）
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック（最大192kHz/24
ビット（※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

最大 1920×1200ドット　1677万色
1280×800ドット　1677万色（※15）

最大 1920×1200ドット　1677万色
1280×800ドット　1677万色（※15）

約 320GB（Serial ATA/150、5400回転 /分）（※17） 約 320GB（Serial ATA/150、5400回転 /分）（※17）
約 260GB 約 263GB 約 265GB 約 269GB 約 272GB約 272GB

ー

IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠 IEEE 802.11n 準拠、
IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠

IEEE 802.11n 準拠、
IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠

スーパーマルチドライブユニット（標準添付）/モバイル・マルチベイ用カバー（標準添付）/
増設用内蔵バッテリユニット（オプション）のいずれか1つを装着可能

PC Card Standard 準拠（TYPEⅠ/Ⅱ×1スロット）　CardBus 対応
ー

SDメモリーカード対応（※23）
1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54 対応）

ー
約11.5 時間

※増設用バッテリはオプション
約5.0 時間 [ 内蔵バッテリパック ]/ 約 7.0 時間 [ 内蔵バッテリパック＋増設用バッテリ ] 約 4.5 時間【内蔵バッテリパック /内蔵バッテリパック（L）】

約 9.8 時間
※増設用バッテリはオプション

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠 Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠

日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm/86キー、JIS 配列準拠） 日本語キーボード（キーピッチ約18mm/
キーストローク約2mm/86キー、JIS 配列準拠）

ー
ステレオスピーカー内蔵

ー
ステレオスピーカー内蔵

標準内蔵（フラットポイント（ジェスチャー機能対応））

最大56kbps（データ、Ｖ.92規格準拠）
標準内蔵（スライド方式 /スクロール機能有）

標準内蔵（フラットポイント（ジェスチャー機能対応））

ー

ー

ー

ー

●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン）

RJ-45×1

USB2.0 準拠×3（右側面×2、左側面×1）
SDメモリーカード /メモリースティック対応（※23）（※25）（※27）

ー

ー

ー

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠
ー

ー

標準内蔵（スライド方式 /スクロール機能有）

14.1 型ワイド 13.3 型ワイド 12.1 型ワイド

LEDバックライト付TFTカラー LCD（スーパーファイン液晶）

1366×768ドット 1677万色（※15）

最大 1920×1200ドット　1677万色
1360×768ドット　1677万色（※15）

約 320GB（Serial ATA/150、5400回転 /分）（※17）

11.6 型ワイド

約20W/約 90W/約 1.5W

316×235×24.3 ～ 34.0mm

約 1.68kｇ[ スーパーマルチドライブ非装着時 ]/
約 1.79kｇ[ スーパーマルチドライブ装着時 ]

l 区分 0.00018 (AAA）

約 23W/約 90W/約 1.5W

LED
有り

　温度 5～ 35℃／湿度 20～ 80%RH（動作時）、　　　 温度 -10 ～ 60℃／湿度 20～ 80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）

314×234×26.4 ～ 34.9mm 282×215×29.9mm

約 1.86kｇ[ スーパーマルチドライブ非装着時 ]/
約 1.97kｇ[ スーパーマルチドライブ装着時 ]

約1.25kg[内蔵バッテリパック装着時]
約1.37kg[内蔵バッテリパック（L）装着時]

285×209×26.4 ～ 30.2mm

約 1.6kg[内蔵バッテリパック（L）装着時]

l 区分 0.00021 (AAA）

約 14.9W/ 約 68W/ 約 0.61W

l 区分 0.00026 (AAA）

約 15.1W/ 約 68W/ 約 0.59W

l 区分 0.00030 (AAA）

約 4.2 時間【内蔵バッテリパック（L）】

l区分 0.00029 (AAA）

約 15W/ 約 65W/ 約 1.0W

l 区分 0.00037(AAA）

Support ボタン（DVD/CD操作兼用）、ECOボタン（DVD/CD操作兼用）、
Internet ボタン（DVD/CD操作兼用）、Zoomボタン（DVD/CD操作兼用）、モードボタン

Support ボタン、Internet ボタン、Mail ボタン、
ECOボタン、Dictionary ボタン

100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN対応

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック（最大192kHz/24 ビット
（※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

日本語キーボード
（キーピッチ 約 19mm/ キーストローク 約 1.8mm/88キー、JIS 配列準拠）

内蔵（有効画素数約130万画素）
ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク（モノラル）内蔵（※21）

標準内蔵（フラットポイント（ジェスチャー機能対応））

ー
ーー

約3.6 時間　※標準添付
約7.1 時間　※オプション

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ
内蔵バッテリパック：リチウムイオン 10.8V 2400mAh ※標準添付

内蔵バッテリパック（L）：リチウムイオン 10.8V 4800mAh ※オプション

IEEE 802.11n 準拠、
IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠

●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン）

RJ-45×1

USB2.0 準拠×3（右側面×2、左側面×1）
SDメモリーカード /メモリースティック対応（※23）（※25）（※27）

ー

ー

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠
ー

ー

258×189×29～ 34mm[ 内蔵バッテリパック装着時 ]
258×205×29～ 43mm[ 内蔵バッテリパック（L）装着時 ]

約 1.2kg[ 内蔵バッテリパック装着時 ]
約 1.35kg[ 内蔵バッテリパック（L）装着時 ]

約 2.2 時間【内蔵バッテリパック】/約2.7時間【内蔵バッテリパック（L）】
約 12W/約 40W/約 1.0W

l 区分 0.00084 (AA）

100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN対応

標準内蔵（フラットポイント）

ー
ー

ー

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版 

インテル® Atom™ プロセッサー N280（HTテクノロジー対応）

1.66GHz
512KB

CPUウイルス防止機能（※4）
667MHｚ

1（0） SO-DIMM用

最大 251MB（メインメモリと共用）（※12）（※18）

モバイル インテル® 945GSE Express チップセット
標準1GB （1GB×1） / 最大 2GB（※9）
（DDR2 SDRAM PC2-4200）（※10）

チップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）（※11）

ー

ー

約207GB 約 209GB

LEDバックライト付TFTカラー LCD（スーパーファイン液晶）

1024×600 1677万色（※15）

最大 1280×1024ドット　1677万色
800×600 1677万色（※15）

約 250GB（Serial ATA/150、5400回転 /分）（※17）

10.1 型ワイド

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック（最大192kHz/24 ビット
（※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

日本語キーボード
（キーピッチ 約 17.2mm/ キーストローク 約 1.5mm/84キー、JIS 配列準拠）

内蔵（有効画素数約130万画素）
ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク（モノラル）内蔵（※21）

ー

Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 、
Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版、
Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版

■DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ

対応モデル

読み出し

書き込み/
書き換え

＊DVDソフトによっては再生できない場合やコマ落ちが生じる場合があります。　＊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。　＊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。　＊Ultra Speed CD-RW
ディスクはご使用になれません。　＊DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0/2.1に準拠した
ディスクの書き込みに対応しています。　＊12cmのDVD/CDがお使いになれます。

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2 層）書き込み）

CD-ROM
CD-R
CD-RW
DVD-ROM
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
DVD-RAM
DVD-R DL（2 層）
DVD+R DL（2 層）
CD-R
CD-RW
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
DVD-RAM
DVD-R DL（2 層）
DVD+R DL（2 層）

最大 24 倍速
最大 24 倍速
最大 24 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 5 倍速
最大 6 倍速
最大 6 倍速
最大 24 倍速
最大 10 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 6 倍速
最大 8 倍速
最大 5 倍速
最大 4 倍速
最大 4 倍速

MGシリーズ、Rシリーズ

■無線LAN仕様一覧（※A）
IEEE 802.11n 準拠（※B）

LOOX Cシリーズ、LOOX Mシリーズ

対応モデル 希望小売価格

MGシリーズ、Rシリーズ MGシリーズ、Rシリーズ、LOOX C シリーズ、LOOX Mシリーズ

IEEE 802.11b 準拠（※C） IEEE 802.11g 準拠
規格

内蔵アンテナ

セキュリティ機能

規格値（※E）

周波数帯域

推奨通信距離

対応モデル

※A 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、または電波状況などの使用環境により、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。異なる規
格の通信を同時に行うことはできません。　※B IEEE 802.11n準拠での
アドホック通信はできません。　※C チャンネル14はサポートしておりま
せん。　※D IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティを
WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（AES）に設定する必要があり
ます。　※E 規格による理論値であり、実行速度は通信環境により異なりま
す。IEEE 802.11n準拠の場合は、本製品と同等の構成を持った機器との通
信を行った時となります。　※F 受信時の通信速度であり、通信時の速度は
規格値150Mbpsとなります。

Wi-Fi® 準拠Wi-Fi® 準拠 ー

MIMO方式 ダイバーシティ方式

WEP（64/128ビット）対応、WPA/WPA2（TKIP/AES）対応、IEEE 802.1X（TLS/PEAP）対応（※D）

300Mbps（※F）

屋内 50m以内

150Mbps 11Mbps 54Mbps

2.4GHz

屋内 25ｍ以内

※a Bluetooth®ワイヤレステクノロジーの特性上、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、または電波状況などの使用
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。

※b 規格による理論値であり、実行速度は通信環境により異なります。
※c R/E70（Windows® XP Professional 搭載時）のみ対応。

※1 DVD再生時にコマ落ちが発生する場合があります。

規格

対応モデル

規格値（※b）

対応プロファイル

周波数帯域

推奨通信距離

Ver.2.1＋EDR準拠

MG/E75、Rシリーズ、LOOX C シリーズ、LOOX Mシリーズ

2.1Mbps

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP、FAX（※c）、LAP（※c）

2.4GHz

屋内 10m以内

■Bluetooth®ワイヤレステクノロジー仕様一覧（※a）

■周辺機器 (オプション )
品名

増設用内蔵バッテリユニット

ACアダプタ［スティック形状］

スーパーマルチドライブユニット

内蔵バッテリパック（L）

型名

FMVNBT30

FMV-AC327

FMV-NSM53

FMVNBP174

MGシリーズ

Rシリーズ

LOOX Cシリーズ、LOOX Mシリーズ

LOOX Mシリーズ

17,640円[税抜 16,800円]

8,820円[税抜 8,400円]

31,290円[税抜 29,800円]（※1）

13,230円[税抜 12,600円]

●シャイニーブラック ●ルビーレッド ●マリンブルー ●ミルクホワイト●ルビーレッド●シャイニーブラック ●ライトラベンダー

2009年 冬モデル

2009.10

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

M O B I L E  Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ

LOOX M SERIES

LOOX C SERIES

R SERIES

MG SERIES



R SERIES LOOX M SERIES  LOOX C SERIESMG SERIES   
       

充実のサポート＆サービスの詳しい内容、最新情報などはホームページでご確認ください。

充実したWebサポートで「困った」を解決！！

※5 電話番号はお間違えのないように、十分ご確認のうえおかけください。携帯電話・PHSなどからのお問い合わせの場合、電話番号・受付時間が異なります。（通話料お客様負担）ご利用にはユーザー登録（AzbyClub会員登録）が必要です。パソコン
本体に初めて電源を入れた日（ご利用開始日）から1年間は無料でご利用いただけます。2年目以降は有料となりますのでお支払いにはクレジットカードが必要になります。お問い合わせ1件あたり2,000円（税込）です。1件はお電話の回数ではなく、
技術相談1項目ごとに1件として扱います。複数の技術相談項目が含まれる場合は、複数件として扱います。　注1 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。

メールサポートで相談

Q&A naviで確認
キューエーナビ 富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口※5

受付時間
9:00～21:00（年中無休）

通話料
無料 0120-950-222

Support & Service http://azby.fmworld.net/support/

基本OS

Windows® 7 Home Premium
32ビット 正規版

CPU

Core™2 Duo P8700
（デュアルコアCPU）

ディスプレイ

14.1型ワイド 13.3型ワイド

MG/E75 MG/E70

バッテリ稼働時間（※1）

約8.2時間
最長

約11.5時間（※2）

約7.0時間
最長

約9.8時間（※2）
本体質量

約1.79kg
最軽量時

約1.68kg（※4）

約1.97kg
最軽量時

約1.86kg（※4）

基本OS

Windows® 7
Professional

32ビット 正規版

Windows® 7
Home Premium
32ビット 正規版

CPU

ディスプレイ

12.1型ワイド

バッテリ稼働時間（※1）

約12.0時間 約12.5時間

本体質量

約1.37kg

Core™2 Duo
SU9400

（デュアルコアCPU）

Celeron®

SU2300
（デュアルコアCPU）

R/E70 R/E50

基本OS

Windows® 7 Home Premium
32ビット 正規版

CPU

ディスプレイ

11.6型ワイド

バッテリ稼働時間（※1）

約9.2時間 約6.2時間

本体質量

Core™2 Duo
SU9400

（デュアルコアCPU）

Celeron®

SU2300
（デュアルコアCPU）

LOOX C/E70 LOOX C/E50 LOOX M/E10

基本OS

Windows® 7 Starter
32ビット 正規版

CPU

ディスプレイ

10.1型ワイド

バッテリ稼働時間（※1）

本体質量

約1.2kg

Atom™ N280
（HTテクノロジー対応）

約3.6時間
最長 約7.1時間（※3）

ゆずれないモバイル性能がある。 ビジネスシーンに煌めきを。 プレミアムな性能で差をつける。 日々にかかせないアイテムへ。

ドライブ ドライブ ドライブ ドライブ

スーパーマルチドライブ
（着脱式） スーパーマルチドライブ ─ ─

1

パソコンに関する疑問や困っ
た時の解決方法を手軽に検索

解決しないときは、WEBから
いつでも気軽にお問い合わせ

万が一のトラブルは365日いつでもサポート！！

修理受付窓口に相談

ネットで故障診断

トラブル症状を選択しながら操作する
だけで故障かどうかをかんたんに診断

パソコンについての基本的な使い方・技術相談をお受け
する、AzbyClub会員専用の電話相談サービス

24時間365日電話相談や日本への引取修理サービスを受けら

れる安心便利なサポートプログラム

http://azby.fmworld.net/support/globalsupport/

万が一の故障や修理にも24時間
365日いつでも受付

富士通パソコンFMV Azby海外サポート・プログラム

ひとりにひとつの、ＦＭＶ。
ビジネスからプライベートまで。

さまざまなシーンに応える、豊富なラインナップ。

お問い合わせ
1年間何度でも

無料

約1.6kg

Windows®. Life without WallsTM. 富士通がお勧めする Windows 7.

高性能 軽量＆長時間稼働 こだわり

ビジネスシーンに
煌めきを。

手のひらに心地よい感触の
テクスチャーを施したパームレスト。

ビジネスシーンに最高のモバイル。

ビジネスシーンに最適な12.1型ワイド液晶。
ビジネスシーンにワンポイントの
煌めきを演出する光沢の天板。

「Windows® 7 Professional 
 正規版」搭載（R/E70）

Windows® XP Professional
ダウングレード用に
リカバリデータディスクを添付

＊ R/E50は「Windows®  7 Home Premium 正規版」を搭載しています。

  （http://azby.fmworld.net/support/xpdg/）

軽快に持ち歩ける軽さ
約1.37kgの軽量
コンパクトボディー

出張先でも余裕をもって使える
約12.5時間※1

　の長時間稼働を
実現（R/E50）

オプションでスティック形状の
軽量ACアダプタを用意

カバンの中に入れてもかさばらない。

持ち運びに便利なスティック形状の

軽量ACアダプタ（別売）。

スーパーマルチドライブや、Bluetooth®

への電源供給をコントロールして、消費

電力を抑えます。

パスワード認証が素早く
かんたんにできる指紋センサー
搭載（R/E70）

　　　　ビジネスシーンに
活躍する「Office Personal 2007 
with PowerPoint 2007（SP2）」
を搭載

＊ Windows® XP ダウングレードを
　ご利用になる場合は、こちらをご確認ください。

モバイル利用に配慮した堅牢設計

www.fmworld.net/fmv/r/詳しくは

＊写真のパソコンは、FMVRE70Pです。 ＊仕様の詳細は、裏表紙でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.6でご確認ください。 ＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊ 別売オプションの詳細は、裏表紙でご確認ください。

※1 JEITA測定法ver1.0による値。　※2 内蔵バッテリパック装着時+増設用内蔵バッテリユニット（オプション）装着時。　※3 内蔵バッテリパック（L）（オプション）装着時。　※4 内蔵バッテリパック装着時+スーパーマルチドライブ非装着時。

※1 標準添付のバッテリパック装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。ワープロ/表計算/メールを統合したソフト

ウェア「Office Personal 2007」に加え、

「Office PowerPoint 2007」を搭載。さらに

HDMI出力端子を搭載しているため、対応

機器でのプレゼンテーションを実施できます。※2　

FMV-AC327※2 対応機器との接続には市販のHDMIケーブルが必要になります。

長時間のバッテリ運用をサポートする
「省電力ユーティリティ」搭載

パソコン電源OFF時の落下試験
（約90cmを再現して実施）

天板からの全面加圧試験
（約200kgfを再現して実施）

本 体 質 量

約1.37kg
バッテリ稼働※1

R

選べる
3つの
カラー

選べる
4つの
カラー 12.0時間約R/E70

12.5時間約R/E50

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験では
　ありません。また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

グッドデザイン賞受賞

軽量化

R
SERIES

12.1型ワイド

インテル® Core™2 Duo プロセッサー
SU9400（超低電圧版） （1.40GHz）
インテル® Celeron® プロセッサー
SU2300（超低電圧版）（1.20GHz）

基本ＯＳ ディスプレイ 総合ソフトウェア

Windows® 7 
Home Premium 正規版 

Windows® 7 Professional 正規版
（Windows® XP Professional
ダウングレード権含む）

R/E70

R/E50 

12.1型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007（SP2）

無線通信機能 指紋センサー

無線LAN
（IEEE 802.11n準拠、
IEEE 802.11b/g準拠）

Bluetooth®

ワイヤレステクノロジー

4GB/
最大4GB
2GB/
最大4GB

約320GB

メモリ ハードディスク ドライブ

スーパーマルチ
ドライブ

CPU

○

ー

HDMI
出力端子

282mm

215mm

〈右側面〉 〈左側面〉 外部ディスプレイ
端子

DC-IN

ExpressCard スロット

ヘッドホン・ラインアウト
兼用端子
マイク・ラインイン兼用端子
USBコネクタ
ワイヤレススイッチ

ブロードバンド・ポート（LAN）
USBコネクタ
ダイレクト・メモリースロット
スーパーマルチドライブ

盗難防止用
ロック取り付け穴

2



R SERIES LOOX M SERIES  LOOX C SERIESMG SERIES   
       

充実のサポート＆サービスの詳しい内容、最新情報などはホームページでご確認ください。

充実したWebサポートで「困った」を解決！！

※5 電話番号はお間違えのないように、十分ご確認のうえおかけください。携帯電話・PHSなどからのお問い合わせの場合、電話番号・受付時間が異なります。（通話料お客様負担）ご利用にはユーザー登録（AzbyClub会員登録）が必要です。パソコン
本体に初めて電源を入れた日（ご利用開始日）から1年間は無料でご利用いただけます。2年目以降は有料となりますのでお支払いにはクレジットカードが必要になります。お問い合わせ1件あたり2,000円（税込）です。1件はお電話の回数ではなく、
技術相談1項目ごとに1件として扱います。複数の技術相談項目が含まれる場合は、複数件として扱います。　注1 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。

メールサポートで相談

Q&A naviで確認
キューエーナビ 富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口※5

受付時間
9:00～21:00（年中無休）

通話料
無料 0120-950-222

Support & Service http://azby.fmworld.net/support/

基本OS

Windows® 7 Home Premium
32ビット 正規版

CPU

Core™2 Duo P8700
（デュアルコアCPU）

ディスプレイ

14.1型ワイド 13.3型ワイド

MG/E75 MG/E70

バッテリ稼働時間（※1）

約8.2時間
最長

約11.5時間（※2）

約7.0時間
最長

約9.8時間（※2）
本体質量

約1.79kg
最軽量時

約1.68kg（※4）

約1.97kg
最軽量時

約1.86kg（※4）

基本OS

Windows® 7
Professional

32ビット 正規版

Windows® 7
Home Premium
32ビット 正規版

CPU

ディスプレイ

12.1型ワイド

バッテリ稼働時間（※1）

約12.0時間 約12.5時間

本体質量

約1.37kg

Core™2 Duo
SU9400

（デュアルコアCPU）

Celeron®

SU2300
（デュアルコアCPU）

R/E70 R/E50

基本OS

Windows® 7 Home Premium
32ビット 正規版

CPU

ディスプレイ

11.6型ワイド

バッテリ稼働時間（※1）

約9.2時間 約6.2時間

本体質量

Core™2 Duo
SU9400

（デュアルコアCPU）

Celeron®

SU2300
（デュアルコアCPU）

LOOX C/E70 LOOX C/E50 LOOX M/E10

基本OS

Windows® 7 Starter
32ビット 正規版

CPU

ディスプレイ

10.1型ワイド

バッテリ稼働時間（※1）

本体質量

約1.2kg

Atom™ N280
（HTテクノロジー対応）

約3.6時間
最長 約7.1時間（※3）

ゆずれないモバイル性能がある。 ビジネスシーンに煌めきを。 プレミアムな性能で差をつける。 日々にかかせないアイテムへ。

ドライブ ドライブ ドライブ ドライブ

スーパーマルチドライブ
（着脱式） スーパーマルチドライブ ─ ─

1

パソコンに関する疑問や困っ
た時の解決方法を手軽に検索

解決しないときは、WEBから
いつでも気軽にお問い合わせ

万が一のトラブルは365日いつでもサポート！！

修理受付窓口に相談

ネットで故障診断

トラブル症状を選択しながら操作する
だけで故障かどうかをかんたんに診断

パソコンについての基本的な使い方・技術相談をお受け
する、AzbyClub会員専用の電話相談サービス

24時間365日電話相談や日本への引取修理サービスを受けら

れる安心便利なサポートプログラム

http://azby.fmworld.net/support/globalsupport/

万が一の故障や修理にも24時間
365日いつでも受付

富士通パソコンFMV Azby海外サポート・プログラム

ひとりにひとつの、ＦＭＶ。
ビジネスからプライベートまで。

さまざまなシーンに応える、豊富なラインナップ。

お問い合わせ
1年間何度でも

無料

約1.6kg

Windows®. Life without WallsTM. 富士通がお勧めする Windows 7.

高性能 軽量＆長時間稼働 こだわり

ビジネスシーンに
煌めきを。

手のひらに心地よい感触の
テクスチャーを施したパームレスト。

ビジネスシーンに最高のモバイル。

ビジネスシーンに最適な12.1型ワイド液晶。
ビジネスシーンにワンポイントの
煌めきを演出する光沢の天板。

「Windows® 7 Professional 
 正規版」搭載（R/E70）

Windows® XP Professional
ダウングレード用に
リカバリデータディスクを添付

＊ R/E50は「Windows®  7 Home Premium 正規版」を搭載しています。

  （http://azby.fmworld.net/support/xpdg/）

軽快に持ち歩ける軽さ
約1.37kgの軽量
コンパクトボディー

出張先でも余裕をもって使える
約12.5時間※1

　の長時間稼働を
実現（R/E50）

オプションでスティック形状の
軽量ACアダプタを用意

カバンの中に入れてもかさばらない。

持ち運びに便利なスティック形状の

軽量ACアダプタ（別売）。

スーパーマルチドライブや、Bluetooth®

への電源供給をコントロールして、消費

電力を抑えます。

パスワード認証が素早く
かんたんにできる指紋センサー
搭載（R/E70）

　　　　ビジネスシーンに
活躍する「Office Personal 2007 
with PowerPoint 2007（SP2）」
を搭載

＊ Windows® XP ダウングレードを
　ご利用になる場合は、こちらをご確認ください。

モバイル利用に配慮した堅牢設計

www.fmworld.net/fmv/r/詳しくは

＊写真のパソコンは、FMVRE70Pです。 ＊仕様の詳細は、裏表紙でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.6でご確認ください。 ＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊ 別売オプションの詳細は、裏表紙でご確認ください。

※1 JEITA測定法ver1.0による値。　※2 内蔵バッテリパック装着時+増設用内蔵バッテリユニット（オプション）装着時。　※3 内蔵バッテリパック（L）（オプション）装着時。　※4 内蔵バッテリパック装着時+スーパーマルチドライブ非装着時。

※1 標準添付のバッテリパック装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。ワープロ/表計算/メールを統合したソフト

ウェア「Office Personal 2007」に加え、

「Office PowerPoint 2007」を搭載。さらに

HDMI出力端子を搭載しているため、対応

機器でのプレゼンテーションを実施できます。※2　

FMV-AC327※2 対応機器との接続には市販のHDMIケーブルが必要になります。

長時間のバッテリ運用をサポートする
「省電力ユーティリティ」搭載

パソコン電源OFF時の落下試験
（約90cmを再現して実施）

天板からの全面加圧試験
（約200kgfを再現して実施）

本 体 質 量

約1.37kg
バッテリ稼働※1

R

選べる
3つの
カラー

選べる
4つの
カラー 12.0時間約R/E70

12.5時間約R/E50

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験では
　ありません。また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

グッドデザイン賞受賞

軽量化

R
SERIES

12.1型ワイド

インテル® Core™2 Duo プロセッサー
SU9400（超低電圧版） （1.40GHz）
インテル® Celeron® プロセッサー
SU2300（超低電圧版）（1.20GHz）

基本ＯＳ ディスプレイ 総合ソフトウェア

Windows® 7 
Home Premium 正規版 

Windows® 7 Professional 正規版
（Windows® XP Professional
ダウングレード権含む）

R/E70

R/E50 

12.1型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007（SP2）

無線通信機能 指紋センサー

無線LAN
（IEEE 802.11n準拠、
IEEE 802.11b/g準拠）

Bluetooth®

ワイヤレステクノロジー

4GB/
最大4GB
2GB/
最大4GB

約320GB

メモリ ハードディスク ドライブ

スーパーマルチ
ドライブ

CPU

○

ー

HDMI
出力端子

282mm

215mm

〈右側面〉 〈左側面〉 外部ディスプレイ
端子

DC-IN

ExpressCard スロット

ヘッドホン・ラインアウト
兼用端子
マイク・ラインイン兼用端子
USBコネクタ
ワイヤレススイッチ

ブロードバンド・ポート（LAN）
USBコネクタ
ダイレクト・メモリースロット
スーパーマルチドライブ

盗難防止用
ロック取り付け穴

2



LOOX C
SERIES

高解像度（1366×768ドット）の
11.6型ワイド液晶を搭載

A4ノートPC並みに入力が
しやすいキーボードを搭載

　　　　　「Office Personal 2007 
2年間ライセンス版（SP2）」※1　
搭載モデルをラインナップ

最薄部約26.4mmの
軽量コンパクトボディーと
長時間稼働を実現

LOOX M
SERIES

10.1型ワイド

プレミアムな性能で
差をつける。

日々にかかせない
アイテムへ。11.6型ワイド

「Windows® 7 
 Home Premium 正規版」搭載

モバイル利用に配慮した
堅牢設計

高画質Webカメラ搭載
(有効画素数約130万画素)

「Windows® 7 Starter 正規版」
 搭載

充実の基本性能

大容量バッテリ（別売）で
稼働時間約7.1時間※3

　 を実現

 　　　 「Office Personal 
2007（SP2）」搭載モデルを
ラインナップ

使いやすさにこだわった
キーボード

10.1型ワイド液晶搭載で
本体質量約1.2kg※2　 を実現

ルビーレッド ミルクホワイト

選べる
 2 つの
カラー

※2 標準バッテリ搭載時。

※3 JEITA測定法Ver1.0による値。
FMVNBP174

インターネットに接続していない状態
でも、本格的な電子辞書機能をご利用
いただけます。

電子辞書としても使える
全16種の辞書・辞典コンテンツを搭載

＊画像はイメージです。

インターネットに接続していない状態
でも、本格的な電子辞書機能をご利用
いただけます。

電子辞書としても使える
全16種の辞書・辞典コンテンツを搭載

＊画像はイメージです。

FMVLME10W2FMVLME10R2

高性能なデュアルコアCPUとメインメモリ

2GBを搭載しており、ネットブックを超え

た快適な動作環境を実現しています。

キーピッチ17.2mm（原寸大）

 Office Personal 2007 
 2年間ライセンス版（SP2）
（FMVLME10R2、FMVLME10W2のみ）

基本ＯＳ 総合ソフトウェア

Windows® 7
Starter 正規版

LOOX M/E10
無線LAN

（IEEE 802.11n準拠、
IEEE 802.11b/g準拠）、

ディスプレイ 無線通信機能

10.1型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

インテル® Atom™
プロセッサーN280
（1.66GHz）

約250GB

メモリ ハードディスクCPU

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

1GB/
最大2GB

基本ＯＳ 総合ソフトウェア

Windows® 7  
Home Premium 

正規版

LOOX C/E70

LOOX C/E50

無線LAN
（IEEE 802.11n準拠、
IEEE 802.11b/g準拠）、

ディスプレイ 無線通信機能

11.6型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

インテル® Core™2 Duoプロセッサー
SU9400（超低電圧版） （1.40GHz）
インテル® Celeron® プロセッサー
SU2300 （超低電圧版）（1.20GHz）

2GB/
最大4GB 約320GB

ー

メモリ ハードディスクCPU

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

（FMVLCE50R3、FMVLCE50B3、FMVLCE50L3）

Office Personal 2007（SP2）
（FMVLCE50R3、FMVLCE50B3、FMVLCE50L3のみ）

www.fmworld.net/fmv/looxc/詳しくは
＊写真のパソコンは、FMVLCE50L、FMVLCE50R、FMVLCE50Bです。 ＊仕様の詳細は、裏表紙でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.6でご確認ください。 ＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊別売オプションの詳細は、裏表紙でご確認ください。 www.fmworld.net/fmv/looxm/詳しくは

＊写真のパソコンは、FMVLME10R、FMVLME10W、FMVLME10V、FMVLME10Bです。 ＊仕様の詳細は、裏表紙でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.6でご確認ください。 ＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊ 別売オプションの詳細は、裏表紙でご確認ください。

充実性能 軽量＆ユーザビリティ こだわり

スタイリッシュなPCで、ワンポイントを演出。

4色から選べるカラーバリエーション。
開閉時にも
こだわりのデザインを。

充実性能 コンパクト＆長時間稼働 こだわり

一歩先のデザインを身にまとう。

こだわりの薄さ。

DVDドライブがなくても
インストール作業を行える

※2 Windows® XP以降のOSを搭載したFMVシリーズに限ります。
※3 データの書き込みやリカバリ、音楽CDの再生・リッピング、
　　DVDビデオの再生には対応していません。

「DVDドライブ共有機能」を搭載

しており、有線／無線LANを

経由して、もう1台のパソコン※2

のDVDドライブを利用すること

ができ、インストール作業など※3

を行うことができます。

もう1台のパソコン

LOOX C

インストール中 80%

DVDドライブがなくても
インストール作業を行える

※4 Windows® XP以降のOSを搭載したFMVシリーズに限ります。
※5 データの書き込みやリカバリ、音楽CDの再生・リッピング、
　　DVDビデオの再生には対応していません。

「DVDドライブ共有機能」を搭載

しており、有線／無線LANを

経由して、もう1台のパソコン※4

のDVDドライブを利用すること

ができ、インストール作業など※5

を行うことができます。

もう1台のパソコン

LOOX M

インストール中 80%

モバイル利用に配慮した
堅牢設計

高画質Webカメラ搭載
(有効画素数約130万画素)

天板からの全面加圧試験
（約200kgf）

天板からの一点加圧試験
（約35kgf）

Ruby Red
ルビーレッド

Shiny Black
シャイニーブラック

Marine Blue
マリンブルー

3色から選べるカラーバリエーション。
さりげなく施されたインフィニティーマークが、
プレミアム感を演出。

Ruby Red
ルビーレッド

Milk White
ミルクホワイト

Light Lavender
ライトラベンダー

Shiny Black
シャイニーブラック

液晶ガラス押し試験 天板からの一点加圧試験
（約35kgf）

コンパクトボディーながら約19mmの

キーピッチを確保。隣合うキーを同時に

押してしまうのを防ぐ独自のキー形状 と、

パソコン内部に水滴が侵入しにくい

「バスタブ構造」を採用しています。

（FMVLME10R2、FMVLME10W2）

Office Personal 2007のすべての機能を、2年間の
有効期間でご使用いただける製品です。詳細はP.6
【Mic roso f t ® O f f i ce  Pe r sona l  2 007  2 年間
  ライセンス版（SP2）に関するご注意】をご確認ください。

※1 

本 体 質 量

約1.6kg
バッテリ稼働※1

9.2時間約 6.2時間約

※1 JEITA測定法Ver1.0による値。

LOOX C/E70 LOOX C/E50 ＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験では
　ありません。また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験では
　ありません。また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

稼働時間
UP

258mm

189mm

285mm

209mm

〈前面〉

ワイヤレススイッチ 

〈右側面〉 〈左側面〉

ブロードバンド・ポート（LAN）
USBコネクタ
マイク・ラインイン兼用端子
ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
ダイレクト・メモリースロット

盗難防止用ロック取り付け穴

USBコネクタ
外部ディスプレイ端子
DC-IN

〈右側面〉
ブロードバンド・ポート（LAN）

盗難防止用ロック取り付け穴

USBコネクタ
マイク・ラインイン兼用端子
ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
ダイレクト・メモリースロット

USBコネクタ
外部ディスプレイ端子
DC-IN

〈左側面〉

3 4

Windows®. Life without WallsTM. 富士通がお勧めする Windows 7.



LOOX C
SERIES

高解像度（1366×768ドット）の
11.6型ワイド液晶を搭載

A4ノートPC並みに入力が
しやすいキーボードを搭載

　　　　　「Office Personal 2007 
2年間ライセンス版（SP2）」※1　
搭載モデルをラインナップ

最薄部約26.4mmの
軽量コンパクトボディーと
長時間稼働を実現

LOOX M
SERIES

10.1型ワイド

プレミアムな性能で
差をつける。

日々にかかせない
アイテムへ。11.6型ワイド

「Windows® 7 
 Home Premium 正規版」搭載

モバイル利用に配慮した
堅牢設計

高画質Webカメラ搭載
(有効画素数約130万画素)

「Windows® 7 Starter 正規版」
 搭載

充実の基本性能

大容量バッテリ（別売）で
稼働時間約7.1時間※3

　 を実現

 　　　 「Office Personal 
2007（SP2）」搭載モデルを
ラインナップ

使いやすさにこだわった
キーボード

10.1型ワイド液晶搭載で
本体質量約1.2kg※2　 を実現

ルビーレッド ミルクホワイト

選べる
 2 つの
カラー

※2 標準バッテリ搭載時。

※3 JEITA測定法Ver1.0による値。
FMVNBP174

インターネットに接続していない状態
でも、本格的な電子辞書機能をご利用
いただけます。

電子辞書としても使える
全16種の辞書・辞典コンテンツを搭載

＊画像はイメージです。

インターネットに接続していない状態
でも、本格的な電子辞書機能をご利用
いただけます。

電子辞書としても使える
全16種の辞書・辞典コンテンツを搭載

＊画像はイメージです。

FMVLME10W2FMVLME10R2

高性能なデュアルコアCPUとメインメモリ

2GBを搭載しており、ネットブックを超え

た快適な動作環境を実現しています。

キーピッチ17.2mm（原寸大）

 Office Personal 2007 
 2年間ライセンス版（SP2）
（FMVLME10R2、FMVLME10W2のみ）

基本ＯＳ 総合ソフトウェア

Windows® 7
Starter 正規版

LOOX M/E10
無線LAN

（IEEE 802.11n準拠、
IEEE 802.11b/g準拠）、

ディスプレイ 無線通信機能

10.1型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

インテル® Atom™
プロセッサーN280
（1.66GHz）

約250GB

メモリ ハードディスクCPU

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

1GB/
最大2GB

基本ＯＳ 総合ソフトウェア

Windows® 7  
Home Premium 

正規版

LOOX C/E70

LOOX C/E50

無線LAN
（IEEE 802.11n準拠、
IEEE 802.11b/g準拠）、

ディスプレイ 無線通信機能

11.6型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

インテル® Core™2 Duoプロセッサー
SU9400（超低電圧版） （1.40GHz）
インテル® Celeron® プロセッサー
SU2300 （超低電圧版）（1.20GHz）

2GB/
最大4GB 約320GB

ー

メモリ ハードディスクCPU

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

（FMVLCE50R3、FMVLCE50B3、FMVLCE50L3）

Office Personal 2007（SP2）
（FMVLCE50R3、FMVLCE50B3、FMVLCE50L3のみ）

www.fmworld.net/fmv/looxc/詳しくは
＊写真のパソコンは、FMVLCE50L、FMVLCE50R、FMVLCE50Bです。 ＊仕様の詳細は、裏表紙でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.6でご確認ください。 ＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊別売オプションの詳細は、裏表紙でご確認ください。 www.fmworld.net/fmv/looxm/詳しくは

＊写真のパソコンは、FMVLME10R、FMVLME10W、FMVLME10V、FMVLME10Bです。 ＊仕様の詳細は、裏表紙でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.6でご確認ください。 ＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊ 別売オプションの詳細は、裏表紙でご確認ください。

充実性能 軽量＆ユーザビリティ こだわり

スタイリッシュなPCで、ワンポイントを演出。

4色から選べるカラーバリエーション。
開閉時にも
こだわりのデザインを。

充実性能 コンパクト＆長時間稼働 こだわり

一歩先のデザインを身にまとう。

こだわりの薄さ。

DVDドライブがなくても
インストール作業を行える

※2 Windows® XP以降のOSを搭載したFMVシリーズに限ります。
※3 データの書き込みやリカバリ、音楽CDの再生・リッピング、
　　DVDビデオの再生には対応していません。

「DVDドライブ共有機能」を搭載

しており、有線／無線LANを

経由して、もう1台のパソコン※2

のDVDドライブを利用すること

ができ、インストール作業など※3

を行うことができます。

もう1台のパソコン

LOOX C

インストール中 80%

DVDドライブがなくても
インストール作業を行える

※4 Windows® XP以降のOSを搭載したFMVシリーズに限ります。
※5 データの書き込みやリカバリ、音楽CDの再生・リッピング、
　　DVDビデオの再生には対応していません。

「DVDドライブ共有機能」を搭載

しており、有線／無線LANを

経由して、もう1台のパソコン※4

のDVDドライブを利用すること

ができ、インストール作業など※5

を行うことができます。

もう1台のパソコン

LOOX M

インストール中 80%

モバイル利用に配慮した
堅牢設計

高画質Webカメラ搭載
(有効画素数約130万画素)

天板からの全面加圧試験
（約200kgf）

天板からの一点加圧試験
（約35kgf）

Ruby Red
ルビーレッド

Shiny Black
シャイニーブラック

Marine Blue
マリンブルー

3色から選べるカラーバリエーション。
さりげなく施されたインフィニティーマークが、
プレミアム感を演出。

Ruby Red
ルビーレッド

Milk White
ミルクホワイト

Light Lavender
ライトラベンダー

Shiny Black
シャイニーブラック

液晶ガラス押し試験 天板からの一点加圧試験
（約35kgf）

コンパクトボディーながら約19mmの

キーピッチを確保。隣合うキーを同時に

押してしまうのを防ぐ独自のキー形状 と、

パソコン内部に水滴が侵入しにくい

「バスタブ構造」を採用しています。

（FMVLME10R2、FMVLME10W2）

Office Personal 2007のすべての機能を、2年間の
有効期間でご使用いただける製品です。詳細はP.6
【Mic roso f t ® O f f i ce  Pe r sona l  2 007  2 年間
  ライセンス版（SP2）に関するご注意】をご確認ください。

※1 

本 体 質 量

約1.6kg
バッテリ稼働※1

9.2時間約 6.2時間約

※1 JEITA測定法Ver1.0による値。

LOOX C/E70 LOOX C/E50 ＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験では
　ありません。また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験では
　ありません。また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

稼働時間
UP

258mm

189mm

285mm

209mm

〈前面〉

ワイヤレススイッチ 

〈右側面〉 〈左側面〉

ブロードバンド・ポート（LAN）
USBコネクタ
マイク・ラインイン兼用端子
ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
ダイレクト・メモリースロット

盗難防止用ロック取り付け穴

USBコネクタ
外部ディスプレイ端子
DC-IN

〈右側面〉
ブロードバンド・ポート（LAN）

盗難防止用ロック取り付け穴

USBコネクタ
マイク・ラインイン兼用端子
ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
ダイレクト・メモリースロット

USBコネクタ
外部ディスプレイ端子
DC-IN

〈左側面〉

3 4

Windows®. Life without WallsTM. 富士通がお勧めする Windows 7.



MG
SERIES

衝撃から大切なデータを守る
HDD加速度センサーを搭載

パスワード認証が素早くかんたんにできる
指紋センサーを搭載

モバイル利用に
配慮した堅牢設計

ヴィーナス・ホワイトを採用した
13.3型ワイド液晶搭載
モバイルノート（MG/E70）

ゆずれないモバイル性能がある。

①長時間稼働を実現する
　増設用内蔵バッテリユニット（オプション）

③軽量化を実現するモバイル・
　マルチベイ用カバー（標準添付）

②多彩なDVDメディアを利用できる
　スーパーマルチドライブ（標準添付）

13.3型ワイド14.1型ワイド

「Windows® 7 Home Premium 正規版」を搭載

※1 スーパーマルチドライブ非装着時。 ※2 内蔵バッテリパック＋増設用内蔵バッテリユニット（オプション）装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。

13.3型ワイド

MG/E75当社従来品

314mm 316mm 約5.6mm

14.1型ワイド

無線通信機能

無線LAN
（IEEE 802.11n準拠、
IEEE 802.11b/g準拠）

Bluetooth®
ワイヤレステクノロジー

ー

14.1型ワイド
スーパーファイン液晶（LEDバックライト）

13.3型ワイド
スーパーファイン液晶

4GB/
最大4GB 約320GB

メモリ ハードディスク

Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007（SP2）

基本ＯＳ ディスプレイ CPU ドライブ 総合ソフトウェア

Windows® 7  
Home Premium 

正規版

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー P8700
（2.53GHz）

スーパーマルチ
ドライブ
【着脱式】

MG/E75

MG/E70

最 軽 量時 ※1

約1.68kg
バッテリ稼働※2

11.5時間約

MG/E75

最 軽 量 時 ※1

約1.86kg 9.8時間約

MG/E70

使用目的に合わせて選べるモバイル・マルチベイ構造

快適にパソコンを活用できる
大画面で見やすい14.1型ワイド液晶搭載
モバイルノート（MG/E75）

www.fmworld.net/fmv/mg/詳しくは

＊写真のパソコンは、FMVMGE75P、FMVMGE70Pです。 ＊仕様の詳細は、裏表紙でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.6でご確認ください。 ＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊別売オプションの詳細は、裏表紙でご確認ください。 

充実性能

こだわり

大画面

CDやDVDの利用、持ち運ぶ際の軽量化や長時間稼働など、

利用目的に合わせてユニットを交換することができます。

FMVなら、ハガキやフォトアルバム、案内状などのテン

プレートを約250点も収録している「パワーポイント 

テンプレート コレクション｣を標準添付しています。

モバイル性能を妥協せず、使いやすさにも配慮した大画面液晶。

使用目的に合わせて選べる
モバイル・マルチベイ構造。

いつでも持ち運べる軽さ。

モバイル利用に配慮した
最薄部約24.3mmボディー。（MG/E75）

　　　　  「Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007（SP2）」を搭載

@メニュー★

ゆったり設定2★

Windows® XP ダウングレードご利用について（R/E70）
ソフトウェアによっては、XP ダウングレード時にはバージョンが異なる場合や非搭載になる場合があります。
詳細についてはこちらをご確認ください。（http://azby.fmworld.net/support/xpdg/）

日本語版です。また、基本OSのみの再インストールはできません。
R/E70のみ。
R/E50のみ。
再インストールの際は「Service Pack 2（SP2）」を
別途インストールする必要があります。
FMVLCE50B3、FMVLCE50L3、FMVLCE50R3のみ。リカバリ
を実行してもOffice Personal 2007がインストールされた状態
には戻りません。本体同梱のCD-ROMからインストールする必要
があるため、別途、DVD/CDドライブをご用意いただくか、「DVD
ドライブ共有機能」をご利用ください。
FMVLME10W2、FMVLME10R2のみ。
Office Personal 2007 のすべての機能を、2年間の有効期限でご
使用いただける製品です。詳細は、本ページの【Microsoft® Office 
Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）に関するご注意】
をご確認ください。
フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「ウイルスバスター™ 
2009」か「ノートン インターネットセキュリティ™ 2009」
のいずれかになります。
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。
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。
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。
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。
AVCHD非対応です。
フォトブックの作成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/）
パケットライト形式での記録機能は備えておりません。DVD-RAM
への書き込みには対応しておりません。
ご利用の際にはDVDドライブが必要となります。
対応ドライブについては、裏表紙の「周辺機器（オプション）」
またはサポートページ（http://azby.fmworld.net/support/
shuuhen/ihv/index2.html）でご確認ください。 
無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から90
日間です。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。
すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護
を保証するものではありません。
インストールするソフトウェアによっては、｢トラブル解決ナビ＆
ソフトウェアディスク1｣が必要になる場合があります。

※1
※2
※3
※4

※5

※6

※7
※8

※9

※10

※11

※12

※13
※14

※15

※16

※17

※18

※19

基本OS

趣味
・
実用

学習

各種
設定
・

ユーティリティ

総合
ソフト
ウェア

インター
ネット

安心
・

かんたん

AV
機能

基本OS
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Microsoft® Office Word 2007（※4）

Microsoft® Office Excel® 2007（※4）

Microsoft® Office Outlook® 2007（※4）

Microsoft® Office PowerPoint® 2007（※4）

Microsoft® Office ナビ 2007 V2（※4）

パワーポイント　
テンプレートコレクション

Windows® Internet Explorer® 8.0★

Windows Live™ メール

Microsoft® Office Outlook® 2007（※4）

ネットコンテンツセレクション★

WDLC フォト ガジェット

Adobe® Flash® Player（※7）

ウイルスバスター™ 2009（※8）（※9）

ノートン インターネットセキュリティ™ 2009（※8）（※9）

サイトアドバイザプラス （※10）

ｉ- フィルター® 5.0  （※9）

AzbyClub ツールバー★

@nifty でブロードバンド

FMVサポートナビ★

知っておきたい7つのポイント★

FM かんたんバックアップ★  （※11）

PC乗換ガイド★  （※12）

AzbyClubガジェット★

パソコン準備ばっちりガイド★

FMVユーザー登録★

画面で見るマニュアル★

アップデートナビ★

マイリカバリ★   （※11）

かんたんバックアップレスキュー★  （※11）

ハードディスクデータ消去★

NetworkPlayer★

Windows Media® Player 12★

3D MediaSurfing★

DVD MovieWriter® for FUJITSU★

Windows Live™ Messenger

マイフォト★

マイフォトビューアー★

＠フォトレタッチ★

Roｘio Creator★（※15）

WinDVD® ★

MyBookEditor（※14）

筆ぐるめ Ver.16

電子辞書★

広辞苑第六版

現代用語の基礎知識2009年版

リーダーズ英和辞典第2版

its-mo Navi デジタル全国地図   （※17）

らくらく手書き入力 ★

乗換案内VER.5

かんたんに手書きの文字入力ができる

電車の経路・運賃・時刻を検索する

e解説シリーズ はじめてでもわかる 
Excel＋Word 2007 教室

Excel とWord をかんたんに学習する

●：プレインストールされています。
▲：添付のディスクセット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」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時に自動的にセットアップします。
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。

利用目的ジャンル ソフトウェア名称

搭載状況

FMV-BIBLO

LOOX
MRMG LOOX

C

利用目的ジャンル ソフトウェア名称

搭載状況

FMV-BIBLO

LOOX
MRMG LOOX

C

ワンタッチボタン設定★

Plugfree NETWORK★

OmniPass★

Shock Sensor Utility★  （※18）

Adobe® Reader® 9.1.3 （※7）

省電力ユーティリティ★

Fujitsu Display Manager★

テレビ出力ユーティリティ★

IndicatorUtility★

PowerUtility - スケジュール機能★

静音ユーティリティ★

バッテリーユーティリティ★

ソフトウェアディスク検索★

ワンタッチボタンを設定する

ネットワーク設定を自動で
切り替える

指紋センサーを使用する

衝撃からデータを保護する

PDFファイルを表示する

ソフトウェアをかんたんにインストールする

外部出力時に表示の切り替え、
解像度の変更などを行う

HDMI 出力の設定がかんたんにできる

音量状態などを表示する

電源を管理する

他のパソコンのDVDドライブを利用できる DVDドライブ共有機能設定★

デバイスへの電源供給などをコントロ－ルする

CPUファンの回転を制御し、
ファンの回転音を低減する

バッテリの充電を制御し、
バッテリを長持ちさせる

明鏡国語辞典MX

新和英中辞典第5版

ジーニアス英和・和英辞典MX（2種）

新漢語林MX

三省堂デイリー3か国語辞典（6種）

三省堂デイリー3か国語会話辞典（2種）

学研新世紀ビジュアル百科辞典

学研ニューワイド学習百科事典（全8巻）

ビッグアップル英語辞典

学研パーソナル統合辞典（4種）

Ｅメール・予定・住所録などを管理する

プレゼンテーション資料を作成する

Office を便利にする

Office PowerPoint 2007の
多彩なテンプレートを活用する

文書をつくる

表やグラフをつくる

Flash コンテンツを楽しむ

危険なWebサイトからパソコンを守る

有害サイトへのアクセスを制限する

ウィルス対策や外部からの
不正なアクセスを防止する

ホームページを見る

Eメールを送受信する

@nifty で快適にインターネットを楽しむ

AzbyClub からお役立ち情報を受け取る

写真をデスクトップ上で楽しむ

Eメール・予定・住所録などを管理する

インターネット上の動画や
ゲームコンテンツを楽しむ

廃却時にハードディスクのデータを消去する

現在の利用環境を保存・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、データを保存する

パソコンを定期的に自動更新する

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

オンラインでユーザー登録する

FMVの取扱方法を説明する電子マニュアル

文字やアイコンの大きさ、
マウスポインターの速度などを設定する

各種設定をわかりやすく案内する

データやインターネットの設定を
かんたんに保存・復元する

ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する

お使いの機種に関する情報などを表示する

さまざまなサポートツールを
かんたんに起動できる

Windows® 7 の機能を学習する

3Dビューで録画番組/写真を管理・一覧表示する

取り込んだ動画を加工･編集して
DVDに保存する

DVDを再生して楽しむ

映像と音楽を楽しむ

ホームネットワーク上の
画像・映像・音楽を再生する

画像の色や明るさの補正などをする

手軽にフォトブックを作成し、オンラインで製本できる

DVDや CDに音楽やデータを
かんたんに保存する

テレビ電話やチャットを利用する

写真や動画をかんたんに取り込む

写真を日付単位で整理したり、さらに活用して楽しむ

ハガキを作成する

新しい用語や時事ニュ－スを調べる

辞書・辞典を起動する

漢和辞典を使う

多彩な辞書・辞典を使う

地図を見たり目的地を検索する

画像や動画情報を収録した広辞苑を使う

英和・和英辞典を使う

英和・和英辞典を使う

英和・和英辞典を使う

国語辞典を使う

国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う

■ソフトウェア一覧

Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版★（※1）

Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版★（※1）

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版★（※1）

Windows® XP Professional 32 ビット 正規版（Service Pack 3）（※1）
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◎製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）
■ 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。　●本カタログのディスク容量は、一般的に1MB＝10002 バ
イト、1GB＝10003 バイト換算です。1MB＝10242 バイト、1GB＝10243 バイト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。　●プレインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴
い一部機能に制限が生じる場合があります。　●プレインストールおよび、添付ソフトウェアは、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
および、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® 7 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。　●Windows® 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は
http://windows.microsoft.com/systemrequirements をご覧ください。　●OSの種類によっては、利用できる機能が異なります。　●周辺機器ご購入
の際には、富士通製品情報ページの「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、VCCI 協会の
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。　●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、使用できなくなる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。　●「WinDVD® 」で動画を
再生している時、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は保証されません。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。　●本カタログに掲載された製品
の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。ご購入の際は販売店などにご確認のうえ、お選びください。　●液晶ディスプレイは、製造工程によ
り、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。　●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。　●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時
点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予め了承ください。（有効ドット数の割
合は99.99％以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドットの割合」を示しています。）交
換、返品はお受けいたしかねます。　●本製品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDDなど）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、
使用頻度や使用環境など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、長時間連続使用など、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。　●リチウムイオンバッテリは消耗品です。　●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、または国外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。　●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。　●ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。　●カタログに掲載されている周辺
機器をご利用の際は、ドライバー、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。予めご了承ください。　●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。

■ Microsoft® Office Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）に関するご注意
●「Microsoft® Office Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）」は、Office Personal 2007 のすべての機能を、「ライセンス認証」の完了から 2年間使
用できる製品です。2年間のライセンス有効期間が経過すると、ファイルの閲覧と印刷のみ可能な機能制限モード（新規ファイルの作成、更新、保存などの機能が
使用できないモード）となります。　●Office Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）は、ご購入時にあらかじめインストールされていますが、お使いに
なるためにはライセンス認証が必要です。なお、ライセンス認証を行うには、インターネットに接続する必要があります。　●ライセンス期間の延長、または更新
はできません。ライセンスの有効期限（最初にライセンス認証を完了してから 2年間）内であればリカバリや再インストールは可能ですが、有効期限の延長ま
たは更新はできません。●リカバリを実行しても、Office Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）がインストールされた状態には戻りません。本体同梱の
CD-ROMからインストールする必要があるため、別途、DVD/CDドライブ共有をご用意いただくか、「DVDドライブ共有機能」をご利用ください。DVD/CDド
ライブは、「スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）」をお勧めします。　●2年間のライセンス有効期間が経過後、通常のOffice 機能をご利用になる
には、別途パッケージ版の購入をしていただくことで永続ライセンスに切り替えることができます。　●詳細はマイクロソフト株式会社へお問い合わせください。

■ 無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意
●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。　●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。　●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。　●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。　●Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別
装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は10mです。　●無線LANでの通信とBluetooth® 機
能での通信を同時に利用できない場合があります。　●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。　●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。　●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。

■ 商標について
●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Intel Core、インテル Atom は、アメリカ合衆国およびその他の国における
Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Live、Aero、Office ロゴ、Excel、Outlook、
PowerPoint、Internet Explorer、Windows Media、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または
登録商標です。●Adobe、Flash および Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または
登録商標です。●HDMI、HDMI ロゴは、HDMI Licensing LCC の商標または登録商標です。●Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へ
ライセンスされています。●「i モード」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。●“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。
●xD-Picture Card、xD- ピクチャーカードは富士フイルム株式会社の商標です。●SD ロゴは商標です。●SDHC ロゴは商標です。●「i- フィルター」はデジタル
アーツ株式会社の商標です。●ExpressCard、ExpressCard ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association（PCMCIA）の商
標で富士通へライセンスされています。●AzbyClub は富士通株式会社の商標です。●その他の名称については、一般に各メーカーの商標です。

■ 著作権に関するご注意
●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。

■ 指紋認証機能の特性とご注意
●本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。　
●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。
・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上りでなどで指がふやけている場合・指に汗や油が多く、指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷（切傷、
ただれなど）を負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合・
磨耗して指紋が薄くなった場合。　●指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用で
きなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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.

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。

安全に関するご注意

バッテリ稼働※2

（型名：FMVNBT30）

天板からの全面加圧試験
（約200kgf）

■ DVD/CDドライブについて
●本製品に搭載されているDVD/CDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

13.3型ワイド液晶モデルとほぼ同等のコンパクト
さを維持しながらも本体サイズを最大限に活用
した14.1型ワイド液晶を搭載しています。

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産
出荷時の試験ではありません。また、本製品の無
破損・無故障を保証するものではありません。

電子辞書としても使える
全18種の辞書・辞典コンテンツを搭載

＊画像はイメージです。

316mm

235mm

〈右側面〉〈前面〉 〈左側面〉

マイク・ラインイン兼用端子

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子

IEEE1394（DV）端子 USBコネクタ
盗難防止用ロック取り付け穴

USBコネクタ
スーパーマルチドライブ DC-IN

ブロードバンド・ポート（LAN）

PCカードスロット
ダイレクト・メモリースロット

外部ディスプレイ端子モデムコネクタワイヤレススイッチ 
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衝撃から大切なデータを守る
HDD加速度センサーを搭載

パスワード認証が素早くかんたんにできる
指紋センサーを搭載

モバイル利用に
配慮した堅牢設計

ヴィーナス・ホワイトを採用した
13.3型ワイド液晶搭載
モバイルノート（MG/E70）

ゆずれないモバイル性能がある。

①長時間稼働を実現する
　増設用内蔵バッテリユニット（オプション）

③軽量化を実現するモバイル・
　マルチベイ用カバー（標準添付）

②多彩なDVDメディアを利用できる
　スーパーマルチドライブ（標準添付）

13.3型ワイド14.1型ワイド

「Windows® 7 Home Premium 正規版」を搭載

※1 スーパーマルチドライブ非装着時。 ※2 内蔵バッテリパック＋増設用内蔵バッテリユニット（オプション）装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。

13.3型ワイド

MG/E75当社従来品

314mm 316mm 約5.6mm

14.1型ワイド

無線通信機能

無線LAN
（IEEE 802.11n準拠、
IEEE 802.11b/g準拠）

Bluetooth®
ワイヤレステクノロジー

ー

14.1型ワイド
スーパーファイン液晶（LEDバックライト）

13.3型ワイド
スーパーファイン液晶

4GB/
最大4GB 約320GB

メモリ ハードディスク

Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007（SP2）

基本ＯＳ ディスプレイ CPU ドライブ 総合ソフトウェア

Windows® 7  
Home Premium 

正規版

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー P8700
（2.53GHz）

スーパーマルチ
ドライブ
【着脱式】

MG/E75

MG/E70

最 軽 量時 ※1

約1.68kg
バッテリ稼働※2

11.5時間約

MG/E75

最 軽 量 時 ※1

約1.86kg 9.8時間約

MG/E70

使用目的に合わせて選べるモバイル・マルチベイ構造

快適にパソコンを活用できる
大画面で見やすい14.1型ワイド液晶搭載
モバイルノート（MG/E75）

www.fmworld.net/fmv/mg/詳しくは

＊写真のパソコンは、FMVMGE75P、FMVMGE70Pです。 ＊仕様の詳細は、裏表紙でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.6でご確認ください。 ＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊別売オプションの詳細は、裏表紙でご確認ください。 

充実性能

こだわり

大画面

CDやDVDの利用、持ち運ぶ際の軽量化や長時間稼働など、

利用目的に合わせてユニットを交換することができます。

FMVなら、ハガキやフォトアルバム、案内状などのテン

プレートを約250点も収録している「パワーポイント 

テンプレート コレクション｣を標準添付しています。

モバイル性能を妥協せず、使いやすさにも配慮した大画面液晶。

使用目的に合わせて選べる
モバイル・マルチベイ構造。

いつでも持ち運べる軽さ。

モバイル利用に配慮した
最薄部約24.3mmボディー。（MG/E75）

　　　　  「Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007（SP2）」を搭載

@メニュー★

ゆったり設定2★

Windows® XP ダウングレードご利用について（R/E70）
ソフトウェアによっては、XP ダウングレード時にはバージョンが異なる場合や非搭載になる場合があります。
詳細についてはこちらをご確認ください。（http://azby.fmworld.net/support/xpdg/）

日本語版です。また、基本OSのみの再インストールはできません。
R/E70のみ。
R/E50のみ。
再インストールの際は「Service Pack 2（SP2）」を
別途インストールする必要があります。
FMVLCE50B3、FMVLCE50L3、FMVLCE50R3のみ。リカバリ
を実行してもOffice Personal 2007がインストールされた状態
には戻りません。本体同梱のCD-ROMからインストールする必要
があるため、別途、DVD/CDドライブをご用意いただくか、「DVD
ドライブ共有機能」をご利用ください。
FMVLME10W2、FMVLME10R2のみ。
Office Personal 2007 のすべての機能を、2年間の有効期限でご
使用いただける製品です。詳細は、本ページの【Microsoft® Office 
Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）に関するご注意】
をご確認ください。
フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「ウイルスバスター™ 
2009」か「ノートン インターネットセキュリティ™ 2009」
のいずれかになります。
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。
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。
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。
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。
AVCHD非対応です。
フォトブックの作成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/）
パケットライト形式での記録機能は備えておりません。DVD-RAM
への書き込みには対応しておりません。
ご利用の際にはDVDドライブが必要となります。
対応ドライブについては、裏表紙の「周辺機器（オプション）」
またはサポートページ（http://azby.fmworld.net/support/
shuuhen/ihv/index2.html）でご確認ください。 
無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から90
日間です。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。
すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護
を保証するものではありません。
インストールするソフトウェアによっては、｢トラブル解決ナビ＆
ソフトウェアディスク1｣が必要になる場合があります。
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Microsoft® Office Word 2007（※4）

Microsoft® Office Excel® 2007（※4）

Microsoft® Office Outlook® 2007（※4）

Microsoft® Office PowerPoint® 2007（※4）

Microsoft® Office ナビ 2007 V2（※4）

パワーポイント　
テンプレートコレクション

Windows® Internet Explorer® 8.0★

Windows Live™ メール

Microsoft® Office Outlook® 2007（※4）

ネットコンテンツセレクション★

WDLC フォト ガジェット

Adobe® Flash® Player（※7）

ウイルスバスター™ 2009（※8）（※9）

ノートン インターネットセキュリティ™ 2009（※8）（※9）

サイトアドバイザプラス （※10）

ｉ- フィルター® 5.0  （※9）

AzbyClub ツールバー★

@nifty でブロードバンド

FMVサポートナビ★

知っておきたい7つのポイント★

FM かんたんバックアップ★  （※11）

PC乗換ガイド★  （※12）

AzbyClubガジェット★

パソコン準備ばっちりガイド★

FMVユーザー登録★

画面で見るマニュアル★

アップデートナビ★

マイリカバリ★   （※11）

かんたんバックアップレスキュー★  （※11）

ハードディスクデータ消去★

NetworkPlayer★

Windows Media® Player 12★

3D MediaSurfing★

DVD MovieWriter® for FUJITSU★

Windows Live™ Messenger

マイフォト★

マイフォトビューアー★

＠フォトレタッチ★

Roｘio Creator★（※15）

WinDVD® ★

MyBookEditor（※14）

筆ぐるめ Ver.16

電子辞書★

広辞苑第六版

現代用語の基礎知識2009年版

リーダーズ英和辞典第2版

its-mo Navi デジタル全国地図   （※17）

らくらく手書き入力 ★

乗換案内VER.5

かんたんに手書きの文字入力ができる

電車の経路・運賃・時刻を検索する

e解説シリーズ はじめてでもわかる 
Excel＋Word 2007 教室

Excel とWord をかんたんに学習する

●：プレインストールされています。
▲：添付のディスクセット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」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時に自動的にセットアップします。
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。

利用目的ジャンル ソフトウェア名称

搭載状況

FMV-BIBLO

LOOX
MRMG LOOX

C

利用目的ジャンル ソフトウェア名称

搭載状況

FMV-BIBLO

LOOX
MRMG LOOX

C

ワンタッチボタン設定★

Plugfree NETWORK★

OmniPass★

Shock Sensor Utility★  （※18）

Adobe® Reader® 9.1.3 （※7）

省電力ユーティリティ★

Fujitsu Display Manager★

テレビ出力ユーティリティ★

IndicatorUtility★

PowerUtility - スケジュール機能★

静音ユーティリティ★

バッテリーユーティリティ★

ソフトウェアディスク検索★

ワンタッチボタンを設定する

ネットワーク設定を自動で
切り替える

指紋センサーを使用する

衝撃からデータを保護する

PDFファイルを表示する

ソフトウェアをかんたんにインストールする

外部出力時に表示の切り替え、
解像度の変更などを行う

HDMI 出力の設定がかんたんにできる

音量状態などを表示する

電源を管理する

他のパソコンのDVDドライブを利用できる DVDドライブ共有機能設定★

デバイスへの電源供給などをコントロ－ルする

CPUファンの回転を制御し、
ファンの回転音を低減する

バッテリの充電を制御し、
バッテリを長持ちさせる

明鏡国語辞典MX

新和英中辞典第5版

ジーニアス英和・和英辞典MX（2種）

新漢語林MX

三省堂デイリー3か国語辞典（6種）

三省堂デイリー3か国語会話辞典（2種）

学研新世紀ビジュアル百科辞典

学研ニューワイド学習百科事典（全8巻）

ビッグアップル英語辞典

学研パーソナル統合辞典（4種）

Ｅメール・予定・住所録などを管理する

プレゼンテーション資料を作成する

Office を便利にする

Office PowerPoint 2007の
多彩なテンプレートを活用する

文書をつくる

表やグラフをつくる

Flash コンテンツを楽しむ

危険なWebサイトからパソコンを守る

有害サイトへのアクセスを制限する

ウィルス対策や外部からの
不正なアクセスを防止する

ホームページを見る

Eメールを送受信する

@nifty で快適にインターネットを楽しむ

AzbyClub からお役立ち情報を受け取る

写真をデスクトップ上で楽しむ

Eメール・予定・住所録などを管理する

インターネット上の動画や
ゲームコンテンツを楽しむ

廃却時にハードディスクのデータを消去する

現在の利用環境を保存・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、データを保存する

パソコンを定期的に自動更新する

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

オンラインでユーザー登録する

FMVの取扱方法を説明する電子マニュアル

文字やアイコンの大きさ、
マウスポインターの速度などを設定する

各種設定をわかりやすく案内する

データやインターネットの設定を
かんたんに保存・復元する

ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する

お使いの機種に関する情報などを表示する

さまざまなサポートツールを
かんたんに起動できる

Windows® 7 の機能を学習する

3Dビューで録画番組/写真を管理・一覧表示する

取り込んだ動画を加工･編集して
DVDに保存する

DVDを再生して楽しむ

映像と音楽を楽しむ

ホームネットワーク上の
画像・映像・音楽を再生する

画像の色や明るさの補正などをする

手軽にフォトブックを作成し、オンラインで製本できる

DVDや CDに音楽やデータを
かんたんに保存する

テレビ電話やチャットを利用する

写真や動画をかんたんに取り込む

写真を日付単位で整理したり、さらに活用して楽しむ

ハガキを作成する

新しい用語や時事ニュ－スを調べる

辞書・辞典を起動する

漢和辞典を使う

多彩な辞書・辞典を使う

地図を見たり目的地を検索する

画像や動画情報を収録した広辞苑を使う

英和・和英辞典を使う

英和・和英辞典を使う

英和・和英辞典を使う

国語辞典を使う

国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う

■ソフトウェア一覧

Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版★（※1）

Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版★（※1）

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版★（※1）

Windows® XP Professional 32 ビット 正規版（Service Pack 3）（※1）
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◎製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）
■ 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。　●本カタログのディスク容量は、一般的に1MB＝10002 バ
イト、1GB＝10003 バイト換算です。1MB＝10242 バイト、1GB＝10243 バイト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。　●プレインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴
い一部機能に制限が生じる場合があります。　●プレインストールおよび、添付ソフトウェアは、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
および、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® 7 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。　●Windows® 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は
http://windows.microsoft.com/systemrequirements をご覧ください。　●OSの種類によっては、利用できる機能が異なります。　●周辺機器ご購入
の際には、富士通製品情報ページの「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、VCCI 協会の
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。　●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、使用できなくなる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。　●「WinDVD® 」で動画を
再生している時、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は保証されません。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。　●本カタログに掲載された製品
の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。ご購入の際は販売店などにご確認のうえ、お選びください。　●液晶ディスプレイは、製造工程によ
り、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。　●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。　●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時
点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予め了承ください。（有効ドット数の割
合は99.99％以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドットの割合」を示しています。）交
換、返品はお受けいたしかねます。　●本製品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDDなど）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、
使用頻度や使用環境など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、長時間連続使用など、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。　●リチウムイオンバッテリは消耗品です。　●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、または国外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。　●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。　●ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。　●カタログに掲載されている周辺
機器をご利用の際は、ドライバー、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。予めご了承ください。　●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。

■ Microsoft® Office Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）に関するご注意
●「Microsoft® Office Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）」は、Office Personal 2007 のすべての機能を、「ライセンス認証」の完了から 2年間使
用できる製品です。2年間のライセンス有効期間が経過すると、ファイルの閲覧と印刷のみ可能な機能制限モード（新規ファイルの作成、更新、保存などの機能が
使用できないモード）となります。　●Office Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）は、ご購入時にあらかじめインストールされていますが、お使いに
なるためにはライセンス認証が必要です。なお、ライセンス認証を行うには、インターネットに接続する必要があります。　●ライセンス期間の延長、または更新
はできません。ライセンスの有効期限（最初にライセンス認証を完了してから 2年間）内であればリカバリや再インストールは可能ですが、有効期限の延長ま
たは更新はできません。●リカバリを実行しても、Office Personal 2007 2 年間ライセンス版（SP2）がインストールされた状態には戻りません。本体同梱の
CD-ROMからインストールする必要があるため、別途、DVD/CDドライブ共有をご用意いただくか、「DVDドライブ共有機能」をご利用ください。DVD/CDド
ライブは、「スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）」をお勧めします。　●2年間のライセンス有効期間が経過後、通常のOffice 機能をご利用になる
には、別途パッケージ版の購入をしていただくことで永続ライセンスに切り替えることができます。　●詳細はマイクロソフト株式会社へお問い合わせください。

■ 無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意
●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。　●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。　●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。　●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。　●Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別
装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は10mです。　●無線LANでの通信とBluetooth® 機
能での通信を同時に利用できない場合があります。　●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。　●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。　●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。

■ 商標について
●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Intel Core、インテル Atom は、アメリカ合衆国およびその他の国における
Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Live、Aero、Office ロゴ、Excel、Outlook、
PowerPoint、Internet Explorer、Windows Media、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または
登録商標です。●Adobe、Flash および Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または
登録商標です。●HDMI、HDMI ロゴは、HDMI Licensing LCC の商標または登録商標です。●Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へ
ライセンスされています。●「i モード」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。●“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。
●xD-Picture Card、xD- ピクチャーカードは富士フイルム株式会社の商標です。●SD ロゴは商標です。●SDHC ロゴは商標です。●「i- フィルター」はデジタル
アーツ株式会社の商標です。●ExpressCard、ExpressCard ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association（PCMCIA）の商
標で富士通へライセンスされています。●AzbyClub は富士通株式会社の商標です。●その他の名称については、一般に各メーカーの商標です。

■ 著作権に関するご注意
●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。

■ 指紋認証機能の特性とご注意
●本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。　
●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。
・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上りでなどで指がふやけている場合・指に汗や油が多く、指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷（切傷、
ただれなど）を負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合・
磨耗して指紋が薄くなった場合。　●指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用で
きなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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.

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。

安全に関するご注意

バッテリ稼働※2

（型名：FMVNBT30）

天板からの全面加圧試験
（約200kgf）

■ DVD/CDドライブについて
●本製品に搭載されているDVD/CDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

13.3型ワイド液晶モデルとほぼ同等のコンパクト
さを維持しながらも本体サイズを最大限に活用
した14.1型ワイド液晶を搭載しています。

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産
出荷時の試験ではありません。また、本製品の無
破損・無故障を保証するものではありません。

電子辞書としても使える
全18種の辞書・辞典コンテンツを搭載

＊画像はイメージです。

316mm

235mm

〈右側面〉〈前面〉 〈左側面〉

マイク・ラインイン兼用端子

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子

IEEE1394（DV）端子 USBコネクタ
盗難防止用ロック取り付け穴

USBコネクタ
スーパーマルチドライブ DC-IN

ブロードバンド・ポート（LAN）

PCカードスロット
ダイレクト・メモリースロット

外部ディスプレイ端子モデムコネクタワイヤレススイッチ 
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■ハードウェア仕様一覧

富士通製品情報ページ
http://www. fmworld.net/

お求めは下記のお店へ富士通株式会社 本社 〒105-7123
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

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

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。

（受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）

通話料
無料

な  っ  と  く フ  ジ  ツ ー

＊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。

★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などは、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10月現在のものです。
CB2807-1  2009年10月 T

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。

Windows®. Life without WallsTM. 富士通がお勧めする Windows 7.

※1 日本語版です。　※2 Windows® XP での動作は、マイクロソフト株式会社のサポート対象外となります。 また、添付されているすべてのアプリケーションについて、Windows® XP Professional 上での動作保証はしていません。Windows® XP ダウングレードをご利用になる場合は、こちらをご確認ください。（http://azby.fmworld.net/support/xpdg/）
※3 AC100～240V用。ただし、標準添付されている電源コードはAC100V（日本国内専用品）用です。また、矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用AC電源など）に接続されると、故障する場合があります。　※4 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ます。　※5 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。なお、装置構成によってはご利用可能なメモリ容量は異なります。　※6 メインメモリは PC3-8500 ですが、PC3-6400 で動作します。　※7 最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ（別売）を実装する必要があります。　※8 取り付けるメモリの容量の組み合わせによってはシングルチャネルで動作します。　※9 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。　※10 メインメモリは PC2-5300 ですが、PC2-4200 で動作します。　※11 本製品のグラフィック・アクセラレーターは DirectX 9 をサポートしています。DirectX 10 を必要とするゲームやソフトウェアは動作しません。
詳細は http://windows.microsoft.com/systemrequirements をご覧ください。 　※12 Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで変化します。　※13 メインメモリを 4GB にした場合のメモリ容量は、R/E50 は最大 1277MB、LOOX C シリーズは最大 1288MB（それぞれメイン
メモリと共用）になります。　※14 液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。　※15 LCD はディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があ
ります。　※16 クローン表示の値であり、マルチモニター表示の値ではありません。　※17 「NTFS」を採用しています。また、Windows RE 領域とリカバリ領域に約 16GB 使用しています。残りの容量を C ドライブ、D ドライブにそれぞれ約 50％ずつ割り当てています。　※18 メインメモリを 2GB にした場合のメモリ容量は、最大 256MB（メインメモリと共用）になりま
す。　※19 初回起動時に「必ず実行してください」を実行後にWindows® システムから認識される容量です。　※20 再生時。録音時は最大 96ｋHz/16 ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。　※21 デジタルマイクの音声は、スピーカー及びヘッドホンから直接出力できません。 　※22 音楽 DVD/CD の操作は OS の動作中
に限ります。　※23 SD メモリーカード（SDHC メモリーカードを含む）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。（R シリーズ、LOOX C シリーズ、LOOX M シリーズを除く）miniSD カードや microSD カード、microSDHC カードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべての SD メモリーカード（SDHC メモリー
カードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIO カード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能な SD メモリーカードは最大 2GB、SDHC メモリーカードは最大 32GB までとなります 。　※24 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）、xD- ピクチャーカードの同時使
用はできません。　※25 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。　※26 すべての xD- ピクチャカードの動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能な xD- ピクチャーカードは最大 2GBまでとなります。　※27 メモリースティック（メモリースティックPRO、メモリー
スティック PRO-HG を含む）は著作権保護機能が使用されているデータの読み書きができません。メモリースティック（メモリースティック PRO を含む）の 4 ビットパラレルデータ転送に対応しています。メモリースティック PRO-HG は 4 ビットパラレルでのデータ転送となります。メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo、メモリースティック PRO-HG 
Duo、メモリースティックマイクロの場合、別途専用のアダプターが必要になります。すべてのメモリースティック（メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG を含む）の動作を保証するものではありません。また、ご使用可能なメモリースティックは 128MB まで（メモリーセレクト機能は 256MB）、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG は
最大 16GB までとなります。　※28 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。また、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。　※29 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。　※30 出力可能な映像フォーマット / デスクトップ解像度は次のと
おりです。・1080i（1125i）/1920×1080ドット、・1080p（1125p）/1920×1080ドット、・720p（750p）/1280×720ドット、・1360×768ドット（HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。）また、マイク・ラインイン兼用端子及び内蔵アナログマイクの音声は直接出力できません。
※31 ご購入時はマイク端子、ヘッドホン端子として使用できます。OS 上の設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。　※32 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.1.0） 』（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html ）。なお、本体のみ省電力制御あり。満充電の場合。ただし、
実際の稼働時間は使用条件により短くなる場合があります。　※33 モバイル・マルチベイ用カバー装着時。　※34 電源 OFF または、スリープ時。　※35 ＡＣアダプタ運用時。ただし、周辺機器の接続なし。出荷構成で OS を起動させた状態での測定値です。　※36 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。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が 100％を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。　A：100％以上 200％未満、AA：200％以上 500％未満、AAA：500％以上　※37 各製品で質量が異なる場合があります。　※38 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 及びドライバーを提
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。　注 1 ご利用環境によっては、動画再生時において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。　注 2 上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上記の機能をサポートしていない場合があります。

インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 インテル® Core™2 Duo プロセッサー 
SU9400（超低電圧版）

2.53GHz

LEDバックライト付高輝度・低反射TFTカラー LCD
（スーパーファイン液晶）

FLバックライト付高輝度・低反射TFTカラー LCD
（スーパーファイン液晶）

LEDバックライト付高輝度・低反射TFTカラー LCD
（スーパーファイン液晶）

Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版、
Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版、

Windows® XP Professional 32 ビット正規版（SP3）（※2）

Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 、
Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版、
Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版

MG/E75

FMVMGE75P

MG/E70

FMVMGE70P

MGシリーズ

R/E70

FMVRE70P

R/E50

FMVRE50P

 Rシリーズ

LOOX C/E50LOOX C/E70

●FMVLCE70B
●FMVLCE70R
●FMVLCE70L

●FMVLCE50B3
●FMVLCE50R3
●FMVLCE50L3

●FMVLCE50B
●FMVLCE50R
●FMVLCE50L

LOOX Cシリーズ

LOOX M/E10

●FMVLME10R2
●FMVLME10W2

●FMVLME10B
●FMVLME10R

●FMVLME10W
●FMVLME10V

LOOX Mシリーズ

品名

型名

シリーズ名

基本OS（※1）

ＣＰＵ

グラフィック・
アクセラレーター

ビデオメモリ

キーボード

ワンタッチボタン /
DVD操作など（※22）

ポインティングデバイス

指紋センサー－P.6 別表参照－

ExpressCard スロット
PCカードスロット
Bluetooth® －別表参照－

ダイレクト・メモリースロット
USB（※28）
IEEE1394（DV）（※29）

映像出力

LAN

オーディオ

モデム 

LAN 

無線 LAN
－別表参照－

液晶ディスプレイ
（※14）

外部ディス
プレイ表示

システムバス
チップセット

メモリスロット数（空き）

メインメモリ（標準 /最大）

ハードディスクドライブ

オーディオ機能

モバイル・マルチベイ

スピーカー /マイク
カメラ

電源供給方式

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2007年度基準）（※36）
外形寸法（幅×奥行×高さ）
（突起部含まず）

バッテリパック

バッテリ充電時間（※34）
消費電力（標準時（※35）/最大時 /スリープ時）

バッテリ
稼働時間
（JEITA測定法 1.0）
（※32）

本体質量
（バッテリパック含む）（※37）

温湿度条件

状態表示
盗難防止用ロック取り付け穴

サポートOS（※1）（※38）

主な添付品

DVD/CD ドライブ 
－別表参照－

動作周波数
2次キャッシュメモリ
セキュリティ機能

解像度 /表示色
パネルサイズ
外部ディスプレイのみ
同時表示（※16）

空き容量（※19）

内蔵バッテリパック
内蔵バッテリパック（L）
内蔵バッテリパック＋
増設用バッテリ

表
示
機
能

入
力
装
置

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

通
信
機
能

Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional  32 ビット 正規版
（Windows® XP Professional ダウングレード権含む）（※2）

インテル® Celeron® プロセッサー 
SU2300（超低電圧版）

Windows® 7 Home Premium 
32 ビット 正規版

3MB
1.40GHz
3MB

インテル® Core™2 Duo プロセッサー 
SU9400（超低電圧版）

1.40GHz
3MB

1.20GHz
1MB

CPUウイルス防止機能（※4）
1066MHｚ

2（0） SO-DIMM用 2（0） SO-DIMM用 2（1） SO-DIMM用

1280×800ドット 1677万色（※15） 1280×800ドット 1677万色（※15）

最大 1288MB（メインメモリと共用）（※12） 最大1277MB（メインメモリと共用）（※12） 最大776MB（メインメモリと共用）（※12）（※13）

モバイル インテル® GM45 Express チップセット

CPUウイルス防止機能（※4）
800MHｚ

モバイル インテル® GS45 Express チップセット
標準4GB（2GB×2）/最大 4GB（※5）

（デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500）
標準4GB（2GB×2）/最大 4GB（※5）
（デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-6400）（※6）

標準2GB（2GB×1）/最大 4GB（※5）（※7）（デュアルチャネル
対応可能DDR3 SDRAM PC3-6400）（※6）（※8）

チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）

インテル® Celeron® プロセッサー SU2300（超低電圧版）

1.20GHz
1MB

CPUウイルス防止機能（※4）
800MHｚ

2（1） SO-DIMM用

最大 776MB（メインメモリと共用）（※12）（※13）

モバイル インテル® GS45 Express チップセット
標準2GB（2GB×1）/最大 4GB（※5）（※7）

（デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM PC2-6400）（※8）

チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）チップセットに内蔵（モバイル インテル® 
GMA 4500MHD搭載）

スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（2層）書き込み対応） スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（2層）書き込み対応）

ー ー

ー

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

●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン） ●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン）
●HDMI 出力端子（※30）

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）

●モジュラーケーブル ●マニュアル類 ●ACアダプタ（※3）
●モバイル・マルチベイ用カバー ●トラブル解決ナビ＆ソフトウェアディスク1 ●保証書

●マニュアル類 ●ACアダプタ（※3） ●Windows® 7 Professional リカバリデータディスク（R/E70のみ）
  ●Windows® XP Professional リカバリデータディスク＆ユーティリティディスク（R/E70のみ）（※2） 

●トラブル解決ナビ＆ソフトウェアディスク1 ●保証書
●マニュアル類  ●ACアダプタ（※3）  ●保証書 ●マニュアル類  ●ACアダプタ（※3）  ●保証書

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版

SDメモリーカード/メモリースティック/ｘD-ピクチャーカード対応（※23）（※24）（※26）（※27）

RJ-45×1 RJ-45×1

約 8.2 時間（※33） 約 7.0 時間（※33） 約 5.5 時間　※オプション　
約12.0 時間　※標準添付

約5.8 時間　※オプション　
約12.5 時間　※標準添付 約9.2時間 約 6.2 時間

USB2.0 準拠×3（右側面×3） USB2.0 準拠×3（右側面×1、左側面×2）
4 ピン× 1（S400）

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ

リチウムイオン 10.8Ｖ 5800mAh 内蔵バッテリパック：リチウムイオン 10.8V 2900mAh ※オプション 
内蔵バッテリパック（L）：リチウムイオン 10.8V 5800mAh ※標準添付 リチウムイオン 11.1V 5200mAh

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック（最大192kHz/24 ビット（※20）
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック（最大192kHz/24
ビット（※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

最大 1920×1200ドット　1677万色
1280×800ドット　1677万色（※15）

最大 1920×1200ドット　1677万色
1280×800ドット　1677万色（※15）

約 320GB（Serial ATA/150、5400回転 /分）（※17） 約 320GB（Serial ATA/150、5400回転 /分）（※17）
約 260GB 約 263GB 約 265GB 約 269GB 約 272GB約 272GB

ー

IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠 IEEE 802.11n 準拠、
IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠

IEEE 802.11n 準拠、
IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠

スーパーマルチドライブユニット（標準添付）/モバイル・マルチベイ用カバー（標準添付）/
増設用内蔵バッテリユニット（オプション）のいずれか1つを装着可能

PC Card Standard 準拠（TYPEⅠ/Ⅱ×1スロット）　CardBus 対応
ー

SDメモリーカード対応（※23）
1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54 対応）

ー
約11.5 時間

※増設用バッテリはオプション
約5.0 時間 [ 内蔵バッテリパック ]/ 約 7.0 時間 [ 内蔵バッテリパック＋増設用バッテリ ] 約 4.5 時間【内蔵バッテリパック /内蔵バッテリパック（L）】

約 9.8 時間
※増設用バッテリはオプション

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠 Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠

日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm/86キー、JIS 配列準拠） 日本語キーボード（キーピッチ約18mm/
キーストローク約2mm/86キー、JIS 配列準拠）

ー
ステレオスピーカー内蔵

ー
ステレオスピーカー内蔵

標準内蔵（フラットポイント（ジェスチャー機能対応））

最大56kbps（データ、Ｖ.92規格準拠）
標準内蔵（スライド方式 /スクロール機能有）

標準内蔵（フラットポイント（ジェスチャー機能対応））

ー

ー

ー

ー

●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン）

RJ-45×1

USB2.0 準拠×3（右側面×2、左側面×1）
SDメモリーカード /メモリースティック対応（※23）（※25）（※27）

ー

ー

ー

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠
ー

ー

標準内蔵（スライド方式 /スクロール機能有）

14.1 型ワイド 13.3 型ワイド 12.1 型ワイド

LEDバックライト付TFTカラー LCD（スーパーファイン液晶）

1366×768ドット 1677万色（※15）

最大 1920×1200ドット　1677万色
1360×768ドット　1677万色（※15）

約 320GB（Serial ATA/150、5400回転 /分）（※17）

11.6 型ワイド

約20W/約 90W/約 1.5W

316×235×24.3 ～ 34.0mm

約 1.68kｇ[ スーパーマルチドライブ非装着時 ]/
約 1.79kｇ[ スーパーマルチドライブ装着時 ]

l 区分 0.00018 (AAA）

約 23W/約 90W/約 1.5W

LED
有り

　温度 5～ 35℃／湿度 20～ 80%RH（動作時）、　　　 温度 -10 ～ 60℃／湿度 20～ 80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）

314×234×26.4 ～ 34.9mm 282×215×29.9mm

約 1.86kｇ[ スーパーマルチドライブ非装着時 ]/
約 1.97kｇ[ スーパーマルチドライブ装着時 ]

約1.25kg[内蔵バッテリパック装着時]
約1.37kg[内蔵バッテリパック（L）装着時]

285×209×26.4 ～ 30.2mm

約 1.6kg[内蔵バッテリパック（L）装着時]

l 区分 0.00021 (AAA）

約 14.9W/ 約 68W/ 約 0.61W

l 区分 0.00026 (AAA）

約 15.1W/ 約 68W/ 約 0.59W

l 区分 0.00030 (AAA）

約 4.2 時間【内蔵バッテリパック（L）】

l区分 0.00029 (AAA）

約 15W/ 約 65W/ 約 1.0W

l 区分 0.00037(AAA）

Support ボタン（DVD/CD操作兼用）、ECOボタン（DVD/CD操作兼用）、
Internet ボタン（DVD/CD操作兼用）、Zoomボタン（DVD/CD操作兼用）、モードボタン

Support ボタン、Internet ボタン、Mail ボタン、
ECOボタン、Dictionary ボタン

100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN対応

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック（最大192kHz/24 ビット
（※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

日本語キーボード
（キーピッチ 約 19mm/ キーストローク 約 1.8mm/88キー、JIS 配列準拠）

内蔵（有効画素数約130万画素）
ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク（モノラル）内蔵（※21）

標準内蔵（フラットポイント（ジェスチャー機能対応））

ー
ーー

約3.6 時間　※標準添付
約7.1 時間　※オプション

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※31）

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ
内蔵バッテリパック：リチウムイオン 10.8V 2400mAh ※標準添付

内蔵バッテリパック（L）：リチウムイオン 10.8V 4800mAh ※オプション

IEEE 802.11n 準拠、
IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠

●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン）

RJ-45×1

USB2.0 準拠×3（右側面×2、左側面×1）
SDメモリーカード /メモリースティック対応（※23）（※25）（※27）

ー

ー

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠
ー

ー

258×189×29～ 34mm[ 内蔵バッテリパック装着時 ]
258×205×29～ 43mm[ 内蔵バッテリパック（L）装着時 ]

約 1.2kg[ 内蔵バッテリパック装着時 ]
約 1.35kg[ 内蔵バッテリパック（L）装着時 ]

約 2.2 時間【内蔵バッテリパック】/約2.7時間【内蔵バッテリパック（L）】
約 12W/約 40W/約 1.0W

l 区分 0.00084 (AA）

100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN対応

標準内蔵（フラットポイント）

ー
ー

ー

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版 

インテル® Atom™ プロセッサー N280（HTテクノロジー対応）

1.66GHz
512KB

CPUウイルス防止機能（※4）
667MHｚ

1（0） SO-DIMM用

最大 251MB（メインメモリと共用）（※12）（※18）

モバイル インテル® 945GSE Express チップセット
標準1GB （1GB×1） / 最大 2GB（※9）
（DDR2 SDRAM PC2-4200）（※10）

チップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）（※11）

ー

ー

約207GB 約 209GB

LEDバックライト付TFTカラー LCD（スーパーファイン液晶）

1024×600 1677万色（※15）

最大 1280×1024ドット　1677万色
800×600 1677万色（※15）

約 250GB（Serial ATA/150、5400回転 /分）（※17）

10.1 型ワイド

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック（最大192kHz/24 ビット
（※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

日本語キーボード
（キーピッチ 約 17.2mm/ キーストローク 約 1.5mm/84キー、JIS 配列準拠）

内蔵（有効画素数約130万画素）
ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク（モノラル）内蔵（※21）

ー

Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 、
Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版、
Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版

■DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ

対応モデル

読み出し

書き込み/
書き換え

＊DVDソフトによっては再生できない場合やコマ落ちが生じる場合があります。　＊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。　＊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。　＊Ultra Speed CD-RW
ディスクはご使用になれません。　＊DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0/2.1に準拠した
ディスクの書き込みに対応しています。　＊12cmのDVD/CDがお使いになれます。

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2 層）書き込み）

CD-ROM
CD-R
CD-RW
DVD-ROM
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
DVD-RAM
DVD-R DL（2 層）
DVD+R DL（2 層）
CD-R
CD-RW
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
DVD-RAM
DVD-R DL（2 層）
DVD+R DL（2 層）

最大 24 倍速
最大 24 倍速
最大 24 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 5 倍速
最大 6 倍速
最大 6 倍速
最大 24 倍速
最大 10 倍速
最大 8 倍速
最大 8 倍速
最大 6 倍速
最大 8 倍速
最大 5 倍速
最大 4 倍速
最大 4 倍速

MGシリーズ、Rシリーズ

■無線LAN仕様一覧（※A）
IEEE 802.11n 準拠（※B）

LOOX Cシリーズ、LOOX Mシリーズ

対応モデル 希望小売価格

MGシリーズ、Rシリーズ MGシリーズ、Rシリーズ、LOOX C シリーズ、LOOX Mシリーズ

IEEE 802.11b 準拠（※C） IEEE 802.11g 準拠
規格

内蔵アンテナ

セキュリティ機能

規格値（※E）

周波数帯域

推奨通信距離

対応モデル

※A 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、または電波状況などの使用環境により、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。異なる規
格の通信を同時に行うことはできません。　※B IEEE 802.11n準拠での
アドホック通信はできません。　※C チャンネル14はサポートしておりま
せん。　※D IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティを
WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（AES）に設定する必要があり
ます。　※E 規格による理論値であり、実行速度は通信環境により異なりま
す。IEEE 802.11n準拠の場合は、本製品と同等の構成を持った機器との通
信を行った時となります。　※F 受信時の通信速度であり、通信時の速度は
規格値150Mbpsとなります。

Wi-Fi® 準拠Wi-Fi® 準拠 ー

MIMO方式 ダイバーシティ方式

WEP（64/128ビット）対応、WPA/WPA2（TKIP/AES）対応、IEEE 802.1X（TLS/PEAP）対応（※D）

300Mbps（※F）

屋内 50m以内

150Mbps 11Mbps 54Mbps

2.4GHz

屋内 25ｍ以内

※a Bluetooth®ワイヤレステクノロジーの特性上、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、または電波状況などの使用
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。

※b 規格による理論値であり、実行速度は通信環境により異なります。
※c R/E70（Windows® XP Professional 搭載時）のみ対応。

※1 DVD再生時にコマ落ちが発生する場合があります。

規格

対応モデル

規格値（※b）

対応プロファイル

周波数帯域

推奨通信距離

Ver.2.1＋EDR準拠

MG/E75、Rシリーズ、LOOX C シリーズ、LOOX Mシリーズ

2.1Mbps

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP、FAX（※c）、LAP（※c）

2.4GHz

屋内 10m以内

■Bluetooth®ワイヤレステクノロジー仕様一覧（※a）

■周辺機器 (オプション )
品名

増設用内蔵バッテリユニット

ACアダプタ［スティック形状］

スーパーマルチドライブユニット

内蔵バッテリパック（L）

型名

FMVNBT30

FMV-AC327

FMV-NSM53

FMVNBP174

MGシリーズ

Rシリーズ

LOOX Cシリーズ、LOOX Mシリーズ

LOOX Mシリーズ

17,640円[税抜 16,800円]

8,820円[税抜 8,400円]

31,290円[税抜 29,800円]（※1）

13,230円[税抜 12,600円]

●シャイニーブラック ●ルビーレッド ●マリンブルー ●ミルクホワイト●ルビーレッド●シャイニーブラック ●ライトラベンダー

2009年 冬モデル

2009.10

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

M O B I L E  Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ

LOOX M SERIES

LOOX C SERIES

R SERIES

MG SERIES


