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富士通から今までになかった

ホームセントラルパソコン登場。

ハイスペックな本体が

家じゅうのデータを集めて管理。

さらに、自由に大画面を持ち運べるから

時間・場所にとらわれず楽しめる。

これが、これからの時代のパソコン GH77/ Tです。

Tablet Style Board StylePC Style

それは、次の時代の新しい　パソコン。

家じゅうどこでも好きなスタイル

ときには、タブレットとして。

ときには、パソコンとして。

フォトフレームとして飾って楽しむことも。

3つのスタイル。

それが、パソコンの新しいスタイル。
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インテル®Core TM i７ プロセッサー
最新のインテル®プロセッサー搭載の製品は
確かな性能をお手頃にお届けします。

3つのスタイルで自由気ままに。

ご購入は、裏表紙に記載の店舗、またはお近くの販売店へ
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本体に保存した写真を

　手元の大型ディスプレイでかんたんに加工。

ポータブルテレビのように。
My　C loudを使えば、同じネットワーク上にあるレコー

ダーと連携し、ポータブルテレビを持ち運ぶように、

好きな場所で録画番組を楽しめます。家族がリビングの

テレビで別の番組を見ていても大丈夫。いつでも、録りた

めていた録画番組を手元で見ることができます。

これからは、スマートフォンの続きを大画面で。
NFC対応のスマートフォンを本体にかざすだけで、帰宅

途中に見ていたWEBサイトをGH77/Tに引き継ぎ、大

画面でそのまま続きを楽しむこともできます。外ではス

マートフォン、帰ってきたらGH77/T、そんな切り替えが

これからのスタイルです。

世界最薄※2・最軽量※2の大画面。
世界最薄9 . 8mm、世界最軽量の約980gを実現。

15.6型大型ディスプレイなのに、手軽に持ち運びできま

す。また、バッテリを中央に配置し、重心を中心部に置い

ているので、重さを感じにくくなっています。さらに、

CPUは本体に搭載されているので、ファンの音もなく、

熱くなりにくくなっています。だから、家じゅうどこでも

気軽に使うことができます。
※2 タッチパネルを搭載した15.6型ディスプレイとして。2014年12月15日時点。当社調べ。

インテル® CoreTM i7 プロセッサーと
約2TB HDDの高性能を手元の大画面で。

リビングのレコーダーに録画した番組を

My C l o u dを使って、他の部屋で。

高性能大画面タブレットのように。
15 . 6 型の大型ワイヤレスディスプレイ。タブレットの

ように楽しめ、本体のハイパフォーマンスを家じゅうどこ

でも自由に使 えます※ 1。だ から、インターネットや

Windowsのアプリが軽快なだけでなく、動画や写真の

編集、Blu-ray　Discの再生など、今までのタブレットで

はできなかったことがかんたんに行えます。
※1 本体が見える範囲で、ワイヤレスディスプレイの使用範囲は最大約30m、キーボードとマウス
　　の使用範囲は最大約10mです（3m以内を推奨）。ただし、設置環境や条件によって、使用範
　　囲内でも動作しない場合があります。
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スタンドを使えば、場所にしばられず、

　　　　部屋じゅうどこでもパソコンを楽しめる。

今日は、こっちのテーブルで動画編集。

　　　　　　　気分に合わせて楽しむことも。

部屋じゅうどこでもパソコンを。

ムービー作成も、好きな場所で楽しめる。
ハイパフォーマンスを活かして、動画編集を快適に楽しむこ

とも。もちろん、部屋じゅうどこでも好きな場所で、自由に。

GH77/Tは、ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウス、

そしてスタンドが標準添付。部屋じゅうどこでも好きな場所

で、自由にパソコンを使うことができます。
＊本体が見える範囲で、ワイヤレスディスプレイの使用範囲は最大約30m、キーボードとマウスの
　使用範囲は最大約10mです（3m以内を推奨）。ただし、設置環境や条件によって、使用範囲内
　でも動作しない場合があります。
＊ワイヤレスディスプレイのスタンドへの縦置きは倒れる恐れがありますのでお止めください。

コンパクトに
たためるスタンド。
ンパクトに

用範囲は最大約10mです（3m以内を推奨）。ただし、設置環境
でも動作しない場合があります。

＊ワイヤレスディスプレイのスタンドへの縦置きは倒れる恐れがあ

コ
た
コ

縦長画面で、パソコンはもっと使いやすくなる。
大画面を本体に縦置きに

することもできるので、

下にスクロールしていく

ことが多いWEBサイト

を見るのに最適です。さ

らに、Wordで文章を作

成するとき、１ページをす

べて表示できるので、とて

も便利。形にしばられな

ければ、パソコンはもっ

と使いやすくなります。

部屋じゅう、好きなところで、
使い慣れたキーボード操作を。

PC Style
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場所にしばられない。形にもしばられない。
使いやすさも新しい。
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スマートフォンをかざすだけ。NFCで

　　スマートフォンの写真や動画をかんたんに保存。

取り込んだ写真を自動でアルバムに。

　　　　　　そして、近づくだけで自動で再生。

安心して、データを保存できる。
GH77/Tならでは。
２つの大容量HDDを利用して、保存した写真や動画など

も定期的に自動でバックアップします。大切な思い出も

安心して保存できます。

家の中心で、さまざまな機器とつながり、
コントロール。
My 　C l o udがハイパフォーマンスを活かして、HDDレ

コーダーやECHONET 　L i teに対応した家電製品の情

報を管理します。外出先からスマートフォンで録画番組を

視聴したり、エアコンの運転をコントロールできます。

その日の出来事を毎日保存。
スマートフォンとパソコンの新しい関係。
家に帰ってきてNFC対応のスマートフォンをかざすだけで、

写真や動画を取り込めます。スマートフォンの大切なデータ

をかんたんにバックアップできて便利です。My　Cloudが

写真を日付ごと、人物ごとに自動で整理するので、なにげ

ない写真も、あとで振り返ると自分や家族の大切な思い

出になります。

＊直射日光のあたる場所でのご使用はお控えください。

近づくと、スライドショーがスタート。
なにげない写真も、旅行の写真も。
本体に近づくと、人感センサーがあなたを感知し、取り込

まれた新しい写真から昔の写真まで自動でスライド

ショーとして表示します。いつでも思い出を振り返ること

ができるフォトフレームになります。
＊人感センサーは本体正面に搭載されています。人感センサーの感知範囲は、本体正面か
　ら約2m、左右120度です。ただし、設置環境や条件によって異なる場合があります。

スマホをかざすだけで写真を保存。
近づくだけでスライドショー。
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ワイヤレスディスプレイで。
例えば、寝る前にベッドで。

HDDレコーダーなどに録画した番組をGH77/ Tが大容量HDDに自動で取り込み、

大画面ワイヤレスディスプレイで家じゅうの好きな場所で視聴可能！さらに、専用アプリ

をインストールしたスマートフォンやタブレットなら外出先からも楽しめます。

■好きな場所で録画番組を見る。

＊専用アプリは一部端末では有料での提供となります。
＊対応機器につきましては、サポート情報（http://azby.fmworld.net/support/soft/mycloudapps/play/）でご確認ください。

＊ワイヤレスディスプレイはご自宅でのみ、ご利用いただけます。

家では…

TV
いつでも、どこでも録画番組を楽しむ。

LIFEBOOK GH77/T 本体

これからのパソコンの新しいカタチ

「My Cloud」の詳しい情報は、ホームページ（http: //www.fmwor ld .net /mycloud/）をご覧ください。

APR29

APR10

port/soft/mycloudapps/play/）でご確認ください。

タッチパネル搭載なので、
実際のアルバムをめくるような感覚。

スキンツール

取り込んだ写真の撮影日や位置情報を元に、イベントごとの「おま

かせアルバム」が自動的に作成され、Board　Sty leなら本体に近づく

だけでスライドショーがスタートします。さらに、自分で選択した写真、

音楽、動画を使ってオリジナルアルバムを作成できます。作成された

アルバムは大画面ワイヤレスディスプレイで実際にページをめくるような

感覚で操作して楽しめます。

■撮影日や撮影場所を解析し、自動的にアルバムに。
GH77/ Tなら、NFC対応のスマートフォンで撮影した写真をワイヤ

レスで取り込むことができます※。SDカードの場合は挿し込むだけ。

取り込まれた写真は、My C loudが自動で整理します。

■スマートフォンならかざすだけ。写真をかんたんに取り込める。

My 　C l o udの新しいサービス「MapMa r k」なら、WEBページを見て

行きたいと思ったスポットをマイスポットとして地図上に登録できます。

スマートフォン専用アプリを利用すると、マイスポットの近くに来たとき

に、スマートフォンにお知らせします。

写真の彩度、色調の調整をはじめ、写真の不要な

部分を取り除く「部分削除」や肌を美しく見せる

「スキンツール」などの編集機能、フレームやスタ

ンプで写真を楽しく彩るデコレーション機能と

いった、多彩なレタッチ機能を搭載しています。

■写真を編集する。

家じゅうのデータを大容量HDDに集める。
どこでも自由に使える。
家じゅうのデータを大容量HDDに集める。
どこでも自由に使える。

「My C l o u d エコ DX」に登録したECHONE T L i t e対応エアコン

を、スマートフォンの専用アプリで外からコントロールすることがで

きます。スマートフォンに消し忘れの通知もしてくれるので、慌てて外

出したときも安心です。

＊外からコントロールできるのは、ECHONET Lite対応家電機器です。動作検証済み機器については、
　サポートページにてご確認ください。http://azby.fmworld.net/support/soft/mycloudapps/eco/

※1 住所や電話番号が記載されているWEBページの場合。

部分削除機能

スマートフォンで。タブレットで。
例えば、待ち合わせの間に。

スマートフォンで。タブレットで。
例えば、長い行列の合間に。

Photo
もっとかんたんに、もっと自由に、
写真を楽しむ。

Eco
これからは、外からもエアコンを
コントロール。

MapMark
行きたいスポットを地図に集めて
お出かけや旅行をもっと楽しむ。

外では…

※ 写真を自動的に取り込むには、初回の設定が必要です。

WEBページを見ていて、
行きたいと思ったら、
「MapMarkへ登録」をクリック！

住所を自動で抽出し※1

「マイスポット」として
地図上に整理！ 
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主な製品特長

手元でも、机などに置いて少し離れても、見やすいサイズの

15.6型ワイドワイヤレスディスプレイ。上下左右どこから見て

もキレイに見えるIPS液晶で、フルHDの映像が楽しめます。

　 15.6型ワイドフルHD表示対応
　 IPS液晶のワイヤレスディスプレイ。

タブレットのように使用できるディスプレイは、ガラス面に

傷がつきにくく、高強度な「Dragont r a i l ®」を採用。また、

滑らかなタッチ操作ができて、指紋が拭き取りやすい「サラ

サラコートディスプレイ」を搭載。重心が中央になり持ちや

すくするために、重量のあるバッテリを中央に配置するな

ど、使いやすさを徹底的に追求しています。

　 使い勝手を意識したこだわり。

本　体 ワイヤレスディスプレイ

　 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載。

デュアルチャネルに対応した8GBのメモリを搭載している

ので、同時に複数の作業を行っても、快適に動作します。

Blu - r ay 　D iscドライブを搭載しているので、映画などのキ

レイで迫力のある映像をワイヤレスディスプレイで部屋じゅ

うどこでも楽しめます。

　 パソコンとしての基本性能も充実。

　 大容量プラス、自動バックアップ。

約1TBのHDDを2つ搭載しているので、データをたっぷり保

存できます。さらに、2つのHDDを利用して毎週自動でバック

アップを行います。だから、安心して写真、動画、音楽などの

大切なデータを保存しておくことができます。他のモデルには

ない、GH77/Tの特長です。
＊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や音楽などは保存・復元できない場合があります。

手にとった瞬間に驚く、薄さと軽さ。15.6型のタブレットとし

ては世界最薄の9.8mm、世界最軽量約980gを実現してい

ます。家じゅうどこでも、気軽に持ち運べる大画面です。タブ

レットのように傾きを感知し、横にしても、縦にしても、画面

の表示を自動で切り替えて使用することができます。

　 世界最薄※1・最軽量※1。

本体のそばに近づくと、人感センサーが人を感知して自動

的に起動し、保存した写真のスライドショーを表示します。

　 近づくだけで起動する。人を感じるセンサーを搭載。

高度な処理能力を凝縮した、インテル®　Core™

i7　プロセッサーを搭載。クリエイティブ、エン

ターテインメント、教育などの多彩な用途に優

れた処理能力を発揮します。また、インテル®　

ターボ・ブースト・テクノロジーにより、高度な

アプリケーションやメディアをスムーズに操作、再生できる

適応性の高いパフォーマンスを提供します。新しいパソコン

の可能性をあなた自身で体感してください。

世界最薄※1 9.8mm

　

①HDMI出力端子

②LANコネクタ

③DC- INコネクタ

④スロットイン
　Blu- ray Discドライブ

⑤HD WEBカメラ

⑥NFCポート

⑦電源ボタン

⑧コネクトボタン

⑨ダイレクト・メモリースロット

⑩USB3.0コネクタ

⑪USB3.0コネクタ（電源オフUSB充電機能対応）

⑫マイク・ラインイン兼用端子

⑬ヘッドホン・ラインアウト兼用端子

⑭人感センサー　　⑮マイク

①電源ボタン

②メニューボタン

③リンクボタン

④DC- INコネクタ※3

⑤ヘッドホン端子

⑥音量調節ボタン

⑦Windowsボタン

⑧本体接続コネクタ

⑨スピーカー

●⑫
●⑬

●①
●②
●③

●④

●⑥⑭ ●⑮

●⑤ ●⑩

●⑪

●⑨

●⑦
●⑧

●① ●② ●③

●⑦

⑨

●⑤
●④

●⑥
※2

世界最軽量※1 約980g

●⑧

※1 タッチパネルを搭載した15.6型ディスプレイとして。2014年12月15日現在。当社調べ。　※2メンテナンス端子　※3 ご利用にはオプションのACアダプタ（FMV-AC342A）が必要となります。
＊“In Plane Switching Logo”is a Trademark owned by LG Display Co.,Ltd and, Hitachi Display ,Ltd.
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富士通がお勧めする Windows.

コンパクトな本体に、高性能を凝縮。
大画面のワイヤレスディスプレイには、
使いやすさへのこだわりが満載。

インテル®Core TM i７ プロセッサー
最新のインテル®プロセッサー搭載の製品は
確かな性能をお手頃にお届けします。
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利用目的 ソフトウェア名称

基本OS

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

安
心
・
か
ん
た
ん

写
真
・
動
画

A
V
機
能

趣
味
・
実
用

マ
イ

ク
ラ
ウ
ド

各
種
設
定
・

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ

Windows 8.1 Update 64ビット版★（注2）

Microsoft Word 2013
Microsoft Excel 2013
Microsoft Outlook 2013
Microsoft PowerPoint 2013
Microsoft OneNote 2013
Microsoft PowerPoint 2013 楽しもう フォト ウィザード
Windows Internet Explorer® 11★
@niftyでブロードバンド
富士通アドバイザー★
PCカルテ★
パソコン乗換ガイド★（注4）

はじめに行う設定★
バックアップナビ★（注5）（注6）（注10）

アップデートナビ★
かんたんバックアップレスキュー Light★（注5）

ハードディスクデータ消去★
マカフィー® リブセーフ - インターネットセキュリティ（注7）

i-フィルター® 6.0（注12）

@メニュー★

マウス設定ユーティリティ★

F-LINK★
Corel® Digital Studio for FUJITSU★
DigiBook® Browser for FUJITSU
Windows Media® Player 12★
Dolby Digital Plus Home Theater★（注11）

Roxio Creator LJ★（注8）

Corel® WinDVD®★ 

Corel® Direct DiscRecorder★
筆ぐるめ 22

『ソフ得』ソフト使い放題 by OPTiM（注13）

電子辞書★
広辞苑第六版
リーダーズ英和辞典第3版 / 新和英中辞典第5版
学研パーソナル統合辞典（4種）
My Cloud エコDX設定Utility★（注9）

Drive Studio設定Utility★

System Utility（GH series）★

PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU★

Microsoft Office
Home and Business
Premium （注3）

ホームページを見る
@niftyで快適にインターネットを楽しむ
お客様におすすめ情報をアドバイスする
PCを定期的に診断し解決策を提案する
古いPCから新しいPCへ設定やデータを移行する
使い始めるために必要な設定をまとめて実施する
PCの設定やデータの保存・復元ができる
富士通のソフトウェアを最新の状態にする
OSが起動しなくなった場合にデータを保存する
廃却時にハードディスクのデータを消去する
ウイルス対策や外部からの不正なアクセスを防止する
有害サイトの閲覧を制限する
ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する
Windows 8.1が使いやすいように
マウスの設定をかんたんに変更できる
スマートフォンから写真や動画などを取り込む
写真や動画を編集・加工する
写真を整理し、フォトアルバムを作成する
映像と音楽を楽しむ
臨場感ある迫力のサウンドを体感できる
Blu-ray DiscやDVD、CDにデータをかんたんに保存する
Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ
Blu-ray DiscやDVDを作成したり再編集する
ハガキを作成する
「『ソフ得』ソフト使い放題」で、いろいろなソフトを利用する
辞書・辞典を起動する
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
国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う
PCと家電機器を連携して使う
スマートフォンとカーナビを接続して自宅のFMVの音楽/写真を楽しむ

GH77/T専用の各種設定をする

ジェスチャーでパソコンを操作する

文章をつくる
表やグラフをつくる
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用資料をつくる
自由なレイアウトでメモをつくる
フォトブックなどを作る
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Windows 8.1 Update 64ビット版
 インテル® Core™ i7-4712HQ プロセッサー（HTテクノロジー対応）
 2.30GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz）

4コア/8スレッド
256KB×4

6MB
Intel® HD Graphics 4600（CPUに内蔵）
最大1792MB（メインメモリと共用）（※10）

モバイル インテル® HM86 Express チップセット
 標準8GB（4GB×2）/ 交換不可（デュアルチャネル対応DDR3L SDRAM PC3L-12800）

SO-DIMM スロット×2（交換不可）
約2TB HDD（1TB×2、Serial ATA、5,400回転/分）

約1809GB
スロットインBDXL™対応Blu-ray Discドライブ

（スーパーマルチドライブ機能対応）
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック

（最大192kHz/24ビット（※11）ステレオPCM
 同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）

ステレオスピーカー内蔵、デジタル（ステレオ）マイク内蔵（※12）
HD WEBカメラ内蔵（有効画素数約92万画素）

ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）（※13）（※14）
 多機能ワイヤレス・マウス（レーザー式）（1000CPI、無線方式）（※1３）（※1５）（※１６）
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 

IEEE 802.11b/g/n準拠
Bluetooth v4.0+HS準拠

搭載
対応

SDメモリーカード対応（※17）
 USB3.0準拠×4（右側面×2（うち1ポートは電源オフUSB充電機能付）、背面×2）

HDMI出力端子（※18）
RJ-45×1

マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※19）、
 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）（※19）

ACアダプタ
約26W/約82W/約6.4W　

T区分0.075（AA）

185×241×188mm
約1.9kg
LED
あり

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、非動作時ともに結露しないこと）

Windows 8.1 Update 64ビット版、Windows 8.1 Pro Update 64ビット版（※21）
マニュアル類、ACアダプタ[本体用]（※22）、メンテナンスケーブル、

スタンド、保証書、単3形乾電池2本

品名  
型名  
基本OS（※1）  
CPU

  

 
グラフィックス・アクセラレーター
ビデオメモリ
チップセット  
メインメモリ（標準/最大） 
メモリスロット数（空き）  
HDD（※2）  

Blu-ray Discドライブ    

オーディオ機能

スピーカー/マイク
WEBカメラ  
 

電源供給方式
消費電力（標準時/最大時/スリープ時）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2011年度基準）（※4）
外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）
質量（※5）
状態表示
盗難防止用ロック取り付け穴

温湿度条件

サポートOS（※1）（※6）

主な添付品  

キーボード
マウス 
LAN
無線LAN 
Bluetooth® （※24） 
NFC
インテル® WiDi
ダイレクト・メモリースロット 
USB（※3）

映像出力 
LAN 

オーディオ

動作周波数
コア/スレッド数
2次キャッシュメモリ
3次キャッシュメモリ

空き容量

入
力
装
置

通
信
機
能

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

●：プレインストールされています（一部アップデートが必要なソフトウェアもあります）。  ▲：「トラブル解決ナビディスク（注1）」または「トラブ
ル解決ナビ」から、ソフトウェアを起動します。  ■：HDD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。  ＊記載しているアプリは予告なしに変更す
ることがあります。最新情報は、www.fmworld.net/fmv/でご確認ください。

　 デスクトップアプリ

※1　日本語版です。　※２　「GUID　パーティション　テーブル（GPT）ドライブ」「NTFS」を採用しています。Windows　RE領域とリカバリ領域に約22GB使用しており、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。　※３　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。USB3.0で動作するには対応の周辺
機器が必要です。　※４　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（単位:ギガ演算）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。　※５　各製品で質量が異なる場合があります。　※６　当社は、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。　※７　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。　※８　LCDはディザリング機能により実現。　※９　ワイヤレスディスプレイを本体に接続した状態でのディスプレイ電源オフ時。なお、装置の動作状況により充
電時間が長くなることがあります。　※10　本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するた
め、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。　※11　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。　※12　デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できませ
ん。　※13　使用範囲は距離：最大10m（約3m以内を推奨）、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。またワイヤレスディスプレイとは無線通信方式が異なるため、通信性能が異なります。　※１４　電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、
１日3.5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。　※15　電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、
1日3.5時間の使用で、約3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。　※１６　＠メニューから対応プログラムをインストールし、設定変更すること
でWindows8.1を使いやすい設定にできます。　※17　SDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカード含む）の著作権保護機能（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/SDXCメモリーカード含
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、microSDXCカードは最大64GB、SDXCメモリーカードは最大128GBまでとなります。　※18　オーディオ用端子の音声は直接出力できません。　※19　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。　※20　出荷構成でOSを起動させた
状態での測定値です。一般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.2.0）』（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）相
当。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。　※２１　Windows　8は動作保証をしておりません。　※２２　AC100～240V用。ただし、標準添付されている電
源ケーブルはAC100V（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。　※２３　本製
品には、バッテリパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。バッテリパックが寿命などで交換が必要な場合は当社電話サポートへご相談ください。　
※２4　Bluetooth　v1.1、１．２、２．０、２．０＋EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0、4.0+HS対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の動作を保証するものではありません。　
※２5　本体が見える範囲での通信距離です。ただし、設置環境や条件によって、使用範囲内でも動作しない場合があります。

LEDバックライト付タッチパネル式高輝度TFTカラーLCD
（フルフラットファインパネル　IPS液晶）

15.6型ワイド
1920×1080ドット 1677万色
ステレオスピーカー内蔵/－

最大約30m（※25）

ヘッドホン端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）
ACアダプタ（オプション）またはリチウムポリマバッテリ（※23）

リチウムポリマ 26Wh（交換不可）
約4.0時間
約3.0時間

385×255×9.8mm
約980g
LED
－

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、非動作時ともに結露しないこと）

液晶ディスプレイ（※7） 

スピーカー/マイク
通信距離  
インターフェース  
電源供給方式  
バッテリパック  
バッテリ駆動時間（※２０）  
バッテリ充電時間（※9）  
外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）  
質量（バッテリパック含む）（※5）  
状態表示  
盗難防止用ロック取り付け穴  

温湿度条件  

パネルサイズ 
解像度/表示色（※8）

注1　「バックアップナビ」の「リカバリディスクセットの作成」を使って、「トラブル解決ナビディスク（リカバリ起動ディスク）」を作成する必要があります。
注2　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。　注3　利用開始時または再インストール時には、インターネット接続とMicrosoftアカウント
でのサインイン（登録）が必要です。Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。　注4　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。
注5　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。　注6　「リカバリディスクセットの作成」は1回のみ実行可能です。　注7　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60日間です。
注8　パケットライト形式での記録機能は備えておりません。　注9　すべての家電機器との連携を保証するものではありません。対応機器や動作確認情報について
は、http://azby.fmworld.net/support/soft/mycloudapps/eco/をご覧ください。　注10　ご購入時はデータを自動でバックアップする設定になっています。
注11　本体部のスピーカーのみ対応。　注12　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。　注1３　本サービスご利用にあたっては、別途
月額料金が必要です。　＊一部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。また、インターネットサービスなど環境の変化により、機
能の一部あるいは全部が作動しなくなる場合があります。　＊一部のソフトウェアについて、すべての機能をご使用いただくにはアップデートが必要です。

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（例えば温泉からでる硫黄ガス）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

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.
[ESPRIMO]Repair and technical support requests are accepted only in Japan.

●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。　●本カタログに掲載しているURLには、フィーチャーフォンで
は正しく表示できないサイトがあります。PC、タブレット、スマートフォンでご確認ください。　●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、1TB＝10004バイト換算です。1MB＝10242バイト、1GB＝10243バイト、1TB＝10244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中には、ソフトへのヘルプ機能でマニュアルを代用しているものがあります。

■本カタログについてのご注意

●Windows　8.1では、Microsoftアカウント取得のため、インターネットに接続する必要があります。 ●Windows　8.1用と表記
されているソフトウェアおよび周辺機器の中にはPC・タブレット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　8.1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://www.windows.com/upgradeをご覧ください。 ●周辺機器ご購入の際には、富士通製品情報ページの「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、PC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。 ●｢Corel® WinDVD®」で動画を
再生しているとき、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。 ●｢クイックスタート」設定時
において、PCがスタートするまでの時間はご使用状況により異なります。 ●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、本製品の質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載せますと、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、あらかじめご了承ください。（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、Blu-ray Disc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://azby.fmworld.net/support/repair/guarantee/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。 ●リチウムポリマ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。  ●Windows　8.1サ
ポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。 ●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。 ●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。 ●本カタログに掲載
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。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。

■製品のご使用について

●ドライバーは64ビット版対応のものが必要です。32ビット互換モードでは動作しません。 ●64ビット版に対応していないソフトウェ
アは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。 ●64ビット版OSでは16ビット版用のソフトウェア
は、動作しません。 ●64ビット版OSのパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したソフトウェアとドライバー類が必要で
す。 ●ホームページを表示させるために必要な一部のプラグインが32ビット版向けのみの提供となっていますので、Windows 8.1  
64ビット版 / Windows 8.1 Pro 64ビット版に含まれているInternet Explorer（64ビット版）では表示されないページがありま
す。Internet Explorer（32ビット版）の使用を推奨します。

■64ビット版OS（Windows 8.1  64ビット版 / Windows 8.1 Pro  64ビット版）の使用上のご注意

　

●本体にバッテリは搭載されていません。　●ワイヤレスディスプレイのスタンドへの縦置きは倒れる恐れがありますのでお止めくださ
い。　●ワイヤレスディスプレイの挙動は、一般的なタブレットとは挙動が異なる場合があります。　●本体が見える範囲で、ワイヤレスディ
スプレイの使用範囲は最大約30mです。ただし、設置環境や条件によって、使用範囲内でも動作しない場合があります。

■本体およびワイヤレスディスプレイについて

●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「Corel®　WinDVD®」を、デジタル放送を保存し
たコンテンツの編集には「Corel®　Direct　DiscRecorder」を使用してください。Blu-ray Discの再生には「Windows　Media®　Player」やその他の
市販ソフトを使用できません。　●「Corel®　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。「Corel® 
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（随時更新）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「Corel®　WinDVD®」または、
「Corel®　Direct　DiscRecorder」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。更新されない場合には、
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。本製品にインストールされた「Corel®　WinDVD®」または、「Corel® 
D i r e c t 　D i s cReco r de r」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されるか、発売メーカーに直接お問い合わせください。　●Blu-ray　Discの再生にはCPUなどのハードウェア性能の関係で動
画や音声をスムーズに再生できず、コマ落ちや音途切れが発生する場合があります。また、使用するBlu-ray Discのタイトルによってもコマ落ちや音途切
れが発生するものや、再生できないタイトルがあります。　●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。　●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。　
●Blu-ray レコーダー/DVDレコーダーや他のパソコンで作成したBlu-ray/DVD　Discは、正常に再生できない場合があります。

■Blu-ray Discに関するご注意

●本製品に添付されているレーザーマウス、搭載されているBlu-ray●本製品に添付されているレーザーマウス、搭載されているBlu-ray　Discドライブはレーザーを使用しています。Discドライブはレーザーを使用しています。
クラス1レーザ製品クラス1レーザ製品

■レーザーマウス、Blu-ray Discドライブについて

●NFC搭載製品は、すべてのデバイスの読み取りを保証するものではありません。●NFC搭載製品は、すべてのデバイスの読み取りを保証するものではありません。
■NFCに関するご注意

●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80m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。
●すべての無線機器の動作を保証するものではありません。

■無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意

●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。

■著作権に関するご注意

●インテル®　WiDiをご使用いただくためには、コンポジットA/V入力端子またはHDMI入力端子を搭載したディスプレイ（別売、1280×720以上の解像度を
サポートしたもの）と、インテル®　WiDi用の受信アダプター（別売）が必要となります。同時に表示できるディスプレイの数はインテル® WiDiで使用するディス
プレイを含めて2つまでです。　●インテル®　WiDiソフトウェアを起動するまでインテル®　WiDiでの画面表示はできません。BIOS画面、Windows®　起動中・
シャットダウン中はインテル®　WiDiでの画面表示はできません。　●マウスカーソルやウィンドウの移動、入力した文字などの表示には遅延が生じます。　●再生
する映像によっては、パソコンの画面やスピーカーで再生する場合に比べて画質や音質が低下し、なめらかな映像が視聴できない場合があります。特に
Blu-ray　DiscやAVCHD形式の動画などは映像再生負荷が高いため、映像が乱れたり音声が途切れたりする場合があります。 ●描画可能な最大フレーム
レートは30fpsです。30fpsを超える動画や高ビットレートの動画を再生すると、なめらかに再生されない場合があります。　●ご利用のインテル®　WiDi用アダ
プター（別売）によっては、著作権保護機能が使用されている動画の再生をご利用になるには、アダプターのアップデートが必要になる場合があります。 ●安
定してご使用になれる推奨距離は6mになります。　●インテル®　WiDiは無線LANを使用しており、ご利用環境によっては通信速度の低下や通信不能となる場
合があります。無線LANの詳細については上記「無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意」をご確認ください。

■インテル® WiDi に関するご注意

●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Core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。 ●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。 ●SDXC ロゴは、SD-3C, LLC. の商標です。 ●Blu-ray Disc™、Blu-ray™、Blu-ray 3D™、BDXL™、およびその関連ロゴは、ブルーレイディスク アソシエーションの商標です。 ●「Dragontrail®」は旭硝
子株式会社の登録商標です。 ●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee、Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。 ●その他の記載されている製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。 ●その他のすべての商標は、それ
ぞれの所有者に帰属します。

■商標について

◎製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）使用上のご注意

　 本体仕様表

　 ワイヤレスディスプレイ仕様表

※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。アドホック通信は対応していません。　※B　チャンネル14はサ
ポートしておりません。　※C　Cisco　LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。また、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。　※D　規格による理論値であり、実効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ときとなります。 

Wi-Fi® 準拠
MIMO方式

規格値（※D） 300Mbps 11Mbps 54Mbps

ダイバーシティ方式

周波数帯域
推奨通信距離

内蔵アンテナ
WEP（64/128ビット）対応、

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（TKIP/AES）対応、
IEEE 802.1X（TLS/PEAP）対応（※C）

規格
IEEE 802.11n準拠 IEEE 802.11b準拠（※B） IEEE 802.11g準拠

セキュリティ機能

2.4GHz
屋内50m以内 屋内25m以内

　 無線LAN仕様一覧 （※A）

※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、実効速度は通信環境に
より異なります。　※c　Bluetooth　v1.1、１．２、２．０、２．０＋
EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0、4.0+HS対応
機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の
動作を保証するものではありません。

規格値（※b）

規格

2.4GHz

v4.0+HS準拠（※c）

24Mbps

周波数帯域
屋内10m以内推奨通信距離

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、
AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP、HOGP

対応プロファイル

　 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー仕様一覧 （※a）

品名 型名 希望小売価格（税込） 備考

ネットワークテレビチューナー
ACアダプタ
ACアダプタ

FMV-NTV1
FMV-AC342A
FMV-AC343A

オープン価格
9,504円
9,504円

ワイヤレスディスプレイ用。
標準添付品と同等。本体用。

　 アクセサリー・周辺機器（オプション）

利用目的 ソフトウェア名称

My Cloud ホーム2.0★
My Cloud プレイ★
My Cloud スタジオ★
My Cloud エコDX★
富士通パソコン お客様サポート★
健康生活日記★
シュフーチラシアプリ for FUJITSU
Fresh Paint
富士通アドバイザー★
Adobe Reader Touch
LINE
McAfee® Central for Fujitsu 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

お客様の「したいこと」からMy Cloudのアプリが選べる
お客様の音楽や写真・動画データを一元管理～再生ができる
取り込んだ写真をかんたんに編集できる
外からスマートフォンで家電をコントロール。消費電力グラフを閲覧する
パソコンのユーザー登録と、困った時にサポートメニューを探すことができる
スマートフォンでアップした「WEBからだライフ」のデータをPCと連携できる
全国80,000店以上のチラシが無料で見られる
タッチ操作でリアルにかんたんに絵が描ける
富士通からお客様におすすめ情報をアドバイスする
タッチ操作でPDF文書を表示および操作できる
メッセージのやりとりを楽しむ
ウイルス対策ソフトの契約の管理や保護状態の確認を行うことができる

　 Windowsストア アプリ

＊　本カタログに掲載されているサポート&サービスの内容は2015年1月現在のものです。　＊　サポート&サービスの詳しい内容、最新情報などはサポートページにてご確認ください（http://azby.fmworld.net/support/）。　＊　本ページに記載されている電話
窓口にお問い合わせの際は、電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。　＊　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。　＊　アプリやデバイスは国により異なります。　＊　画面はイメージです。

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
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富士通がお勧めする Windows.

インテル®Core TM i７ プロセッサー
最新のインテル®プロセッサー搭載の製品は
確かな性能をお手頃にお届けします。

ご購入は、裏表紙に記載の店舗、またはお近くの販売店へ

FMVがいつでもお客様のPCライフを支援します。 Best Life
Support

PCに役立つ情報がスマートフォンにも届く！
トラブル解決情報やマニュアルも見られます！

スマートフォンで手軽に充実サポート！

● メール設定やデータの移し方など使い始めに役立つ情報をお知らせします。
● マニュアルやトラブル解決方法をいつでも確認いただけます。
● アップデート情報や診断結果をお知らせします。

● Word/Excel電話サポート
● リモートサポート
● プレミアムご利用2年目から 修理が毎年1回無料！
● PC引取点検サービス、PCデータ復旧サービスが
　 20%OFF！

＊「富士通アドバイザー」の利用設定が必要です。

富士通アドバイザー

My Cloudプレミアムで高品質なサポート PC保証アップグレードサービス PC引取点検サービス

マカフィーリブセーフTM

初期設定・使い始め 様々なお問い合わせ方法　＊お客様に合わせてお選びいただけます

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

メ
ー
ル
で

電
話
で

Twitter｜FMV公式アカウント @Fujitsu_FMV_QA
＊ 質問には、Twitterアカウントが必要です。

詳しい人に聞く OKBiz for Community Support
＊ 質問には、OKBiz for Community Supportへの会員登録が必要です。

メールサポート
＊ ユーザー登録が必要です。

＊ご利用条件は「お電話でのお問い合わせ」に準じます。

スマートフォン版登場
サポートコール予約
http://azby.fmworld.net/callback/

PC活用相談もおまかせ もしものときも安心！

国内最高≪五つ星≫認定品質

※サポートサービス業界国際機関「ヘルプデスク協会」の日本
法人(HDI-Japan)による「五つ星認証プログラム」にて問い
合わせ窓口格付けおよびサポートセンター国際認定を取得。

専任アドバイザーによる高品質サポートで
お客様のPCライフをご支援します。

有料《プレミアム》

＊ My Cloudプレミアム「あんしんプラス」の利用登録（有料）が必要です。 ＊ 電話/リモートサポートは、初めて電源を入れた日（保証開始日）から1年間で、
専用ダイヤル（営業時間９時～２１時）からのご利用時に限り無料です。２年目以降はご相談内容１件あたり１,94０円（税込）です。＊ あんしん修理特典は、
My Cloudプレミアム「あんしんプラス」を1年以上ご利用継続中に、引取修理サービス「富士通パソコン修理便」で修理した場合にご利用いただけます。

＊ 保証はハード故障のみです。ソフトウェア不具合は含みません。 ＊ 保証期間内でもサービスの対象
外となる場合があります。 ＊ 日本国内でのサービスになります。

＊マカフィーのユーザー登録が必要です。

水こぼし、落下、火災での故障にも対応

スマートフォンも60日無料

スマートフォン対応

スマートフォン対応

有 料 有 料

1年間のメーカー保証をさらに2年または4年延長 ハードウェア・ソフトウェアの点検や
内部の清掃を行います。

お使いのFMVだけでなく、他のパソコンやスマートフォン・タブレットなど台数無制限でご利用頂けます。

使い方、技術相談、
修理相談、すべてこちら 0120-950-222 携帯電話、ＰＨＳ、ＩＰ電話、海外などからご利用のお客様は

045-514-2255へおかけください （通話料お客様負担 受付時間：９時～１７時）。
＊お電話での

お問い合わせは 9時～19時
受付時間

＊電話サポートは初めてＰＣ本体の電源を入れた日（保証開始日）から１年間は無料でご利用いただけます。２年目以降のお問い合わせは１件あたり2,060円（税込）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件と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。 ＊ ユーザー登録が必要です。 

使い始めの
お知らせ

マニュアルも
ここから!



利用目的 ソフトウェア名称

基本OS

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

安
心
・
か
ん
た
ん

写
真
・
動
画

A
V
機
能

趣
味
・
実
用

マ
イ

ク
ラ
ウ
ド

各
種
設
定
・

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ

Windows 8.1 Update 64ビット版★（注2）

Microsoft Word 2013
Microsoft Excel 2013
Microsoft Outlook 2013
Microsoft PowerPoint 2013
Microsoft OneNote 2013
Microsoft PowerPoint 2013 楽しもう フォト ウィザード
Windows Internet Explorer® 11★
@niftyでブロードバンド
富士通アドバイザー★
PCカルテ★
パソコン乗換ガイド★（注4）

はじめに行う設定★
バックアップナビ★（注5）（注6）（注10）

アップデートナビ★
かんたんバックアップレスキュー Light★（注5）

ハードディスクデータ消去★
マカフィー® リブセーフ - インターネットセキュリティ（注7）

i-フィルター® 6.0（注12）

@メニュー★

マウス設定ユーティリティ★

F-LINK★
Corel® Digital Studio for FUJITSU★
DigiBook® Browser for FUJITSU
Windows Media® Player 12★
Dolby Digital Plus Home Theater★（注11）

Roxio Creator LJ★（注8）

Corel® WinDVD®★ 

Corel® Direct DiscRecorder★
筆ぐるめ 22

『ソフ得』ソフト使い放題 by OPTiM（注13）

電子辞書★
広辞苑第六版
リーダーズ英和辞典第3版 / 新和英中辞典第5版
学研パーソナル統合辞典（4種）
My Cloud エコDX設定Utility★（注9）

Drive Studio設定Utility★

System Utility（GH series）★

PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU★

Microsoft Office
Home and Business
Premium （注3）

ホームページを見る
@niftyで快適にインターネットを楽しむ
お客様におすすめ情報をアドバイスする
PCを定期的に診断し解決策を提案する
古いPCから新しいPCへ設定やデータを移行する
使い始めるために必要な設定をまとめて実施する
PCの設定やデータの保存・復元ができる
富士通のソフトウェアを最新の状態にする
OSが起動しなくなった場合にデータを保存する
廃却時にハードディスクのデータを消去する
ウイルス対策や外部からの不正なアクセスを防止する
有害サイトの閲覧を制限する
ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する
Windows 8.1が使いやすいように
マウスの設定をかんたんに変更できる
スマートフォンから写真や動画などを取り込む
写真や動画を編集・加工する
写真を整理し、フォトアルバムを作成する
映像と音楽を楽しむ
臨場感ある迫力のサウンドを体感できる
Blu-ray DiscやDVD、CDにデータをかんたんに保存する
Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ
Blu-ray DiscやDVDを作成したり再編集する
ハガキを作成する
「『ソフ得』ソフト使い放題」で、いろいろなソフトを利用する
辞書・辞典を起動する
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
国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う
PCと家電機器を連携して使う
スマートフォンとカーナビを接続して自宅のFMVの音楽/写真を楽しむ

GH77/T専用の各種設定をする

ジェスチャーでパソコンを操作する

文章をつくる
表やグラフをつくる
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用資料をつくる
自由なレイアウトでメモをつくる
フォトブックなどを作る
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GH77/T
FMVG77TW

Windows 8.1 Update 64ビット版
 インテル® Core™ i7-4712HQ プロセッサー（HTテクノロジー対応）
 2.30GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz）

4コア/8スレッド
256KB×4

6MB
Intel® HD Graphics 4600（CPUに内蔵）
最大1792MB（メインメモリと共用）（※10）

モバイル インテル® HM86 Express チップセット
 標準8GB（4GB×2）/ 交換不可（デュアルチャネル対応DDR3L SDRAM PC3L-12800）

SO-DIMM スロット×2（交換不可）
約2TB HDD（1TB×2、Serial ATA、5,400回転/分）

約1809GB
スロットインBDXL™対応Blu-ray Discドライブ

（スーパーマルチドライブ機能対応）
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック

（最大192kHz/24ビット（※11）ステレオPCM
 同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）

ステレオスピーカー内蔵、デジタル（ステレオ）マイク内蔵（※12）
HD WEBカメラ内蔵（有効画素数約92万画素）

ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）（※13）（※14）
 多機能ワイヤレス・マウス（レーザー式）（1000CPI、無線方式）（※1３）（※1５）（※１６）
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 

IEEE 802.11b/g/n準拠
Bluetooth v4.0+HS準拠

搭載
対応

SDメモリーカード対応（※17）
 USB3.0準拠×4（右側面×2（うち1ポートは電源オフUSB充電機能付）、背面×2）

HDMI出力端子（※18）
RJ-45×1

マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※19）、
 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）（※19）

ACアダプタ
約26W/約82W/約6.4W　

T区分0.075（AA）

185×241×188mm
約1.9kg
LED
あり

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、非動作時ともに結露しないこと）

Windows 8.1 Update 64ビット版、Windows 8.1 Pro Update 64ビット版（※21）
マニュアル類、ACアダプタ[本体用]（※22）、メンテナンスケーブル、

スタンド、保証書、単3形乾電池2本

品名  
型名  
基本OS（※1）  
CPU

  

 
グラフィックス・アクセラレーター
ビデオメモリ
チップセット  
メインメモリ（標準/最大） 
メモリスロット数（空き）  
HDD（※2）  

Blu-ray Discドライブ    

オーディオ機能

スピーカー/マイク
WEBカメラ  
 

電源供給方式
消費電力（標準時/最大時/スリープ時）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2011年度基準）（※4）
外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）
質量（※5）
状態表示
盗難防止用ロック取り付け穴

温湿度条件

サポートOS（※1）（※6）

主な添付品  

キーボード
マウス 
LAN
無線LAN 
Bluetooth® （※24） 
NFC
インテル® WiDi
ダイレクト・メモリースロット 
USB（※3）

映像出力 
LAN 

オーディオ

動作周波数
コア/スレッド数
2次キャッシュメモリ
3次キャッシュメモリ

空き容量

入
力
装
置

通
信
機
能

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

●：プレインストールされています（一部アップデートが必要なソフトウェアもあります）。  ▲：「トラブル解決ナビディスク（注1）」または「トラブ
ル解決ナビ」から、ソフトウェアを起動します。  ■：HDD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。  ＊記載しているアプリは予告なしに変更す
ることがあります。最新情報は、www.fmworld.net/fmv/でご確認ください。

　 デスクトップアプリ

※1　日本語版です。　※２　「GUID　パーティション　テーブル（GPT）ドライブ」「NTFS」を採用しています。Windows　RE領域とリカバリ領域に約22GB使用しており、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。　※３　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。USB3.0で動作するには対応の周辺
機器が必要です。　※４　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（単位:ギガ演算）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。　※５　各製品で質量が異なる場合があります。　※６　当社は、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。　※７　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。　※８　LCDはディザリング機能により実現。　※９　ワイヤレスディスプレイを本体に接続した状態でのディスプレイ電源オフ時。なお、装置の動作状況により充
電時間が長くなることがあります。　※10　本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するた
め、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。　※11　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。　※12　デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できませ
ん。　※13　使用範囲は距離：最大10m（約3m以内を推奨）、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。またワイヤレスディスプレイとは無線通信方式が異なるため、通信性能が異なります。　※１４　電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、
１日3.5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。　※15　電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、
1日3.5時間の使用で、約3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。　※１６　＠メニューから対応プログラムをインストールし、設定変更すること
でWindows8.1を使いやすい設定にできます。　※17　SDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカード含む）の著作権保護機能（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/SDXCメモリーカード含
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、microSDXCカードは最大64GB、SDXCメモリーカードは最大128GBまでとなります。　※18　オーディオ用端子の音声は直接出力できません。　※19　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。　※20　出荷構成でOSを起動させた
状態での測定値です。一般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.2.0）』（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）相
当。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。　※２１　Windows　8は動作保証をしておりません。　※２２　AC100～240V用。ただし、標準添付されている電
源ケーブルはAC100V（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。　※２３　本製
品には、バッテリパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。バッテリパックが寿命などで交換が必要な場合は当社電話サポートへご相談ください。　
※２4　Bluetooth　v1.1、１．２、２．０、２．０＋EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0、4.0+HS対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の動作を保証するものではありません。　
※２5　本体が見える範囲での通信距離です。ただし、設置環境や条件によって、使用範囲内でも動作しない場合があります。

LEDバックライト付タッチパネル式高輝度TFTカラーLCD
（フルフラットファインパネル　IPS液晶）

15.6型ワイド
1920×1080ドット 1677万色
ステレオスピーカー内蔵/－

最大約30m（※25）

ヘッドホン端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）
ACアダプタ（オプション）またはリチウムポリマバッテリ（※23）

リチウムポリマ 26Wh（交換不可）
約4.0時間
約3.0時間

385×255×9.8mm
約980g
LED
－

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、非動作時ともに結露しないこと）

液晶ディスプレイ（※7） 

スピーカー/マイク
通信距離  
インターフェース  
電源供給方式  
バッテリパック  
バッテリ駆動時間（※２０）  
バッテリ充電時間（※9）  
外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）  
質量（バッテリパック含む）（※5）  
状態表示  
盗難防止用ロック取り付け穴  

温湿度条件  

パネルサイズ 
解像度/表示色（※8）

注1　「バックアップナビ」の「リカバリディスクセットの作成」を使って、「トラブル解決ナビディスク（リカバリ起動ディスク）」を作成する必要があります。
注2　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。　注3　利用開始時または再インストール時には、インターネット接続とMicrosoftアカウント
でのサインイン（登録）が必要です。Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。　注4　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。
注5　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。　注6　「リカバリディスクセットの作成」は1回のみ実行可能です。　注7　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60日間です。
注8　パケットライト形式での記録機能は備えておりません。　注9　すべての家電機器との連携を保証するものではありません。対応機器や動作確認情報について
は、http://azby.fmworld.net/support/soft/mycloudapps/eco/をご覧ください。　注10　ご購入時はデータを自動でバックアップする設定になっています。
注11　本体部のスピーカーのみ対応。　注12　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。　注1３　本サービスご利用にあたっては、別途
月額料金が必要です。　＊一部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。また、インターネットサービスなど環境の変化により、機
能の一部あるいは全部が作動しなくなる場合があります。　＊一部のソフトウェアについて、すべての機能をご使用いただくにはアップデートが必要です。

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（例えば温泉からでる硫黄ガス）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

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.
[ESPRIMO]Repair and technical support requests are accepted only in Japan.

●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。　●本カタログに掲載しているURLには、フィーチャーフォンで
は正しく表示できないサイトがあります。PC、タブレット、スマートフォンでご確認ください。　●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、1TB＝10004バイト換算です。1MB＝10242バイト、1GB＝10243バイト、1TB＝10244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中には、ソフトへのヘルプ機能でマニュアルを代用しているものがあります。

■本カタログについてのご注意

●Windows　8.1では、Microsoftアカウント取得のため、インターネットに接続する必要があります。 ●Windows　8.1用と表記
されているソフトウェアおよび周辺機器の中にはPC・タブレット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　8.1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://www.windows.com/upgradeをご覧ください。 ●周辺機器ご購入の際には、富士通製品情報ページの「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、PC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。 ●｢Corel® WinDVD®」で動画を
再生しているとき、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。 ●｢クイックスタート」設定時
において、PCがスタートするまでの時間はご使用状況により異なります。 ●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、本製品の質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載せますと、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、あらかじめご了承ください。（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、Blu-ray Disc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://azby.fmworld.net/support/repair/guarantee/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。 ●リチウムポリマ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。  ●Windows　8.1サ
ポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。 ●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。 ●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。 ●本カタログに掲載
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。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。

■製品のご使用について

●ドライバーは64ビット版対応のものが必要です。32ビット互換モードでは動作しません。 ●64ビット版に対応していないソフトウェ
アは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。 ●64ビット版OSでは16ビット版用のソフトウェア
は、動作しません。 ●64ビット版OSのパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したソフトウェアとドライバー類が必要で
す。 ●ホームページを表示させるために必要な一部のプラグインが32ビット版向けのみの提供となっていますので、Windows 8.1  
64ビット版 / Windows 8.1 Pro 64ビット版に含まれているInternet Explorer（64ビット版）では表示されないページがありま
す。Internet Explorer（32ビット版）の使用を推奨します。

■64ビット版OS（Windows 8.1  64ビット版 / Windows 8.1 Pro  64ビット版）の使用上のご注意

　

●本体にバッテリは搭載されていません。　●ワイヤレスディスプレイのスタンドへの縦置きは倒れる恐れがありますのでお止めくださ
い。　●ワイヤレスディスプレイの挙動は、一般的なタブレットとは挙動が異なる場合があります。　●本体が見える範囲で、ワイヤレスディ
スプレイの使用範囲は最大約30mです。ただし、設置環境や条件によって、使用範囲内でも動作しない場合があります。

■本体およびワイヤレスディスプレイについて

●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「Corel®　WinDVD®」を、デジタル放送を保存し
たコンテンツの編集には「Corel®　Direct　DiscRecorder」を使用してください。Blu-ray Discの再生には「Windows　Media®　Player」やその他の
市販ソフトを使用できません。　●「Corel®　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。「Corel® 
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（随時更新）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「Corel®　WinDVD®」または、
「Corel®　Direct　DiscRecorder」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。更新されない場合には、
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。本製品にインストールされた「Corel®　WinDVD®」または、「Corel® 
D i r e c t 　D i s cReco r de r」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されるか、発売メーカーに直接お問い合わせください。　●Blu-ray　Discの再生にはCPUなどのハードウェア性能の関係で動
画や音声をスムーズに再生できず、コマ落ちや音途切れが発生する場合があります。また、使用するBlu-ray Discのタイトルによってもコマ落ちや音途切
れが発生するものや、再生できないタイトルがあります。　●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。　●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。　
●Blu-ray レコーダー/DVDレコーダーや他のパソコンで作成したBlu-ray/DVD　Discは、正常に再生できない場合があります。

■Blu-ray Discに関するご注意

●本製品に添付されているレーザーマウス、搭載されているBlu-ray●本製品に添付されているレーザーマウス、搭載されているBlu-ray　Discドライブはレーザーを使用しています。Discドライブはレーザーを使用しています。
クラス1レーザ製品クラス1レーザ製品

■レーザーマウス、Blu-ray Discドライブについて

●NFC搭載製品は、すべてのデバイスの読み取りを保証するものではありません。●NFC搭載製品は、すべてのデバイスの読み取りを保証するものではありません。
■NFCに関するご注意

●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80m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。
●すべての無線機器の動作を保証するものではありません。

■無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意

●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。

■著作権に関するご注意

●インテル®　WiDiをご使用いただくためには、コンポジットA/V入力端子またはHDMI入力端子を搭載したディスプレイ（別売、1280×720以上の解像度を
サポートしたもの）と、インテル®　WiDi用の受信アダプター（別売）が必要となります。同時に表示できるディスプレイの数はインテル® WiDiで使用するディス
プレイを含めて2つまでです。　●インテル®　WiDiソフトウェアを起動するまでインテル®　WiDiでの画面表示はできません。BIOS画面、Windows®　起動中・
シャットダウン中はインテル®　WiDiでの画面表示はできません。　●マウスカーソルやウィンドウの移動、入力した文字などの表示には遅延が生じます。　●再生
する映像によっては、パソコンの画面やスピーカーで再生する場合に比べて画質や音質が低下し、なめらかな映像が視聴できない場合があります。特に
Blu-ray　DiscやAVCHD形式の動画などは映像再生負荷が高いため、映像が乱れたり音声が途切れたりする場合があります。 ●描画可能な最大フレーム
レートは30fpsです。30fpsを超える動画や高ビットレートの動画を再生すると、なめらかに再生されない場合があります。　●ご利用のインテル®　WiDi用アダ
プター（別売）によっては、著作権保護機能が使用されている動画の再生をご利用になるには、アダプターのアップデートが必要になる場合があります。 ●安
定してご使用になれる推奨距離は6mになります。　●インテル®　WiDiは無線LANを使用しており、ご利用環境によっては通信速度の低下や通信不能となる場
合があります。無線LANの詳細については上記「無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意」をご確認ください。

■インテル® WiDi に関するご注意

●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Core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。 ●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。 ●SDXC ロゴは、SD-3C, LLC. の商標です。 ●Blu-ray Disc™、Blu-ray™、Blu-ray 3D™、BDXL™、およびその関連ロゴは、ブルーレイディスク アソシエーションの商標です。 ●「Dragontrail®」は旭硝
子株式会社の登録商標です。 ●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee、Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。 ●その他の記載されている製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。 ●その他のすべての商標は、それ
ぞれの所有者に帰属します。

■商標について

◎製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）使用上のご注意

　 本体仕様表

　 ワイヤレスディスプレイ仕様表

※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。アドホック通信は対応していません。　※B　チャンネル14はサ
ポートしておりません。　※C　Cisco　LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。また、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。　※D　規格による理論値であり、実効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ときとなります。 

Wi-Fi® 準拠
MIMO方式

規格値（※D） 300Mbps 11Mbps 54Mbps

ダイバーシティ方式

周波数帯域
推奨通信距離

内蔵アンテナ
WEP（64/128ビット）対応、

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（TKIP/AES）対応、
IEEE 802.1X（TLS/PEAP）対応（※C）

規格
IEEE 802.11n準拠 IEEE 802.11b準拠（※B） IEEE 802.11g準拠

セキュリティ機能

2.4GHz
屋内50m以内 屋内25m以内

　 無線LAN仕様一覧 （※A）

※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、実効速度は通信環境に
より異なります。　※c　Bluetooth　v1.1、１．２、２．０、２．０＋
EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0、4.0+HS対応
機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の
動作を保証するものではありません。

規格値（※b）

規格

2.4GHz

v4.0+HS準拠（※c）

24Mbps

周波数帯域
屋内10m以内推奨通信距離

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、
AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP、HOGP

対応プロファイル

　 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー仕様一覧 （※a）

品名 型名 希望小売価格（税込） 備考

ネットワークテレビチューナー
ACアダプタ
ACアダプタ

FMV-NTV1
FMV-AC342A
FMV-AC343A

オープン価格
9,504円
9,504円

ワイヤレスディスプレイ用。
標準添付品と同等。本体用。

　 アクセサリー・周辺機器（オプション）

利用目的 ソフトウェア名称

My Cloud ホーム2.0★
My Cloud プレイ★
My Cloud スタジオ★
My Cloud エコDX★
富士通パソコン お客様サポート★
健康生活日記★
シュフーチラシアプリ for FUJITSU
Fresh Paint
富士通アドバイザー★
Adobe Reader Touch
LINE
McAfee® Central for Fujitsu 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

お客様の「したいこと」からMy Cloudのアプリが選べる
お客様の音楽や写真・動画データを一元管理～再生ができる
取り込んだ写真をかんたんに編集できる
外からスマートフォンで家電をコントロール。消費電力グラフを閲覧する
パソコンのユーザー登録と、困った時にサポートメニューを探すことができる
スマートフォンでアップした「WEBからだライフ」のデータをPCと連携できる
全国80,000店以上のチラシが無料で見られる
タッチ操作でリアルにかんたんに絵が描ける
富士通からお客様におすすめ情報をアドバイスする
タッチ操作でPDF文書を表示および操作できる
メッセージのやりとりを楽しむ
ウイルス対策ソフトの契約の管理や保護状態の確認を行うことができる

　 Windowsストア アプリ

＊　本カタログに掲載されているサポート&サービスの内容は2015年1月現在のものです。　＊　サポート&サービスの詳しい内容、最新情報などはサポートページにてご確認ください（http://azby.fmworld.net/support/）。　＊　本ページに記載されている電話
窓口にお問い合わせの際は、電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。　＊　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。　＊　アプリやデバイスは国により異なります。　＊　画面はイメージです。

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
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富士通がお勧めする Windows.

インテル®Core TM i７ プロセッサー
最新のインテル®プロセッサー搭載の製品は
確かな性能をお手頃にお届けします。

ご購入は、裏表紙に記載の店舗、またはお近くの販売店へ

FMVがいつでもお客様のPCライフを支援します。 Best Life
Support

PCに役立つ情報がスマートフォンにも届く！
トラブル解決情報やマニュアルも見られます！

スマートフォンで手軽に充実サポート！

● メール設定やデータの移し方など使い始めに役立つ情報をお知らせします。
● マニュアルやトラブル解決方法をいつでも確認いただけます。
● アップデート情報や診断結果をお知らせします。

● Word/Excel電話サポート
● リモートサポート
● プレミアムご利用2年目から 修理が毎年1回無料！
● PC引取点検サービス、PCデータ復旧サービスが
　 20%OFF！

＊「富士通アドバイザー」の利用設定が必要です。

富士通アドバイザー

My Cloudプレミアムで高品質なサポート PC保証アップグレードサービス PC引取点検サービス

マカフィーリブセーフTM

初期設定・使い始め 様々なお問い合わせ方法　＊お客様に合わせてお選びいただけます

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

メ
ー
ル
で

電
話
で

Twitter｜FMV公式アカウント @Fujitsu_FMV_QA
＊ 質問には、Twitterアカウントが必要です。

詳しい人に聞く OKBiz for Community Support
＊ 質問には、OKBiz for Community Supportへの会員登録が必要です。

メールサポート
＊ ユーザー登録が必要です。

＊ご利用条件は「お電話でのお問い合わせ」に準じます。

スマートフォン版登場
サポートコール予約
http://azby.fmworld.net/callback/

PC活用相談もおまかせ もしものときも安心！

国内最高≪五つ星≫認定品質

※サポートサービス業界国際機関「ヘルプデスク協会」の日本
法人(HDI-Japan)による「五つ星認証プログラム」にて問い
合わせ窓口格付けおよびサポートセンター国際認定を取得。

専任アドバイザーによる高品質サポートで
お客様のPCライフをご支援します。

有料《プレミアム》

＊ My Cloudプレミアム「あんしんプラス」の利用登録（有料）が必要です。 ＊ 電話/リモートサポートは、初めて電源を入れた日（保証開始日）から1年間で、
専用ダイヤル（営業時間９時～２１時）からのご利用時に限り無料です。２年目以降はご相談内容１件あたり１,94０円（税込）です。＊ あんしん修理特典は、
My Cloudプレミアム「あんしんプラス」を1年以上ご利用継続中に、引取修理サービス「富士通パソコン修理便」で修理した場合にご利用いただけます。

＊ 保証はハード故障のみです。ソフトウェア不具合は含みません。 ＊ 保証期間内でもサービスの対象
外となる場合があります。 ＊ 日本国内でのサービスになります。

＊マカフィーのユーザー登録が必要です。

水こぼし、落下、火災での故障にも対応

スマートフォンも60日無料

スマートフォン対応

スマートフォン対応

有 料 有 料

1年間のメーカー保証をさらに2年または4年延長 ハードウェア・ソフトウェアの点検や
内部の清掃を行います。

お使いのFMVだけでなく、他のパソコンやスマートフォン・タブレットなど台数無制限でご利用頂けます。

使い方、技術相談、
修理相談、すべてこちら 0120-950-222 携帯電話、ＰＨＳ、ＩＰ電話、海外などからご利用のお客様は

045-514-2255へおかけください （通話料お客様負担 受付時間：９時～１７時）。
＊お電話での

お問い合わせは 9時～19時
受付時間

＊電話サポートは初めてＰＣ本体の電源を入れた日（保証開始日）から１年間は無料でご利用いただけます。２年目以降のお問い合わせは１件あたり2,060円（税込）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件と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。 ＊ ユーザー登録が必要です。 

使い始めの
お知らせ

マニュアルも
ここから!



富士通がお勧めする Windows.

CB2851 2015年1月K
本カタログの内容は、2015年1月現在のものです。

大画面が外せる、大画面が外せる、
ハイスペッハイスペックNew Style PC

インテル®CoreTM i７ プロセッサー
最新のインテル®プロセッサー搭載の製品は

確かな性能をお手頃にお届けします。

LIFEBOOK GH77/T

LIFEBOOK GH77/T

2015.1

インテル®CoreTM i７ プロセッサー
最新のインテル®プロセッサー搭載の製品は
確かな性能をお手頃にお届けします。

ご購入は、裏表紙に記載の店舗、またはお近くの販売店へ
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