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＊電話番号はお間違いのないよう、お確かめのうえおかけください。

富士通パソコン製品情報ページ
www.fmworld.net/fmv/

◎中高年のためのパソコン教室　富士通オープンカレッジに
   関するお問い合わせ　事務局　0120-559-506
◎出張指導・セットアップサービスに
　関するお問い合わせ　PC家庭教師　0120-37-2794

お求めは、上記のお店へ。

★本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。
本カタログの内容は、2022年10月現在のものです。

富士通クライアントコンピューティング株式会社

CHシリーズ 単体パンフ　表1-表4 
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■LINEUP

使用上のご注意  製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください） 詳細は（https://www.fmworld.net/fmv/caution/2211/）をご参照ください。

■本カタログについてのご注意 
●本カタログでは、富士通クライアントコンピューティング株式会社の製品・サービスについて、「富士通パソコン」「富士通の」などと表記しています。 ●パソコン本体の価格はオープン価格です。 ●本カタログで使用している製品写真および画面の写真は開発中のものです。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。パソコン、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。 ●プリ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。 ●プリ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。 ●プリ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。 ●「いつもアシスト ふくまろ」「sMedio スマホデータ転送」「TILE」は、当社の裁量により、サービスの全部または一部が終了、変更される場合があります。 ●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。
■製品のご使用について
●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定（https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms）に同意いただく必要があります。 ●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合
があります。 ●Windows 11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。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications をご覧ください。 ●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・タブレット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富士通クライアントコンピューティング株式会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。 ●本製品
をひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。
■無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意
●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。
■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（正しく指をタッチ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 ■お風呂上がり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。

■商標について 
●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Intel Coreロゴ、Thunderboltは、米国およびその他の国におけるIntelCorporationの商標または登録商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI 
Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、富士通クライアントコンピューティング株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●Wi-Fiは
Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ●Microsoft、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、PowerPointロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの
商標です。 ●McAfee、マカフィー、McAfeeのロゴおよびリブセーフは米国法人McAfee, LLCまたはその米国及びそれ以外の国の子会社の商標または登録商標です。 ●TILEおよびTILEデザインは、Tile, Inc.の商標です。 ●Dolby®、ドルビー ®、Dolby Atmos®、およびダブルD
記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズ®の商標または登録商標です。 ●Twitterという名称、Twitter バードは、Twitter,Inc.の登録商標です。 ●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。

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（たと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 Client Computing Limited 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 Client Computing Limited in writing.

※1 日本語版です。 ※2 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。USB 2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4で動作するには対応の周辺機器が必要です。 ※3 JEITA測定法Ver2.0による測定値。バッテリ駆動時間は、動作環境・ディスプレイの輝度・システム設定
などにより変動します。 ※4 バッテリ充電なし（ACアダプタ接続）、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態の測定値です。 ※5 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。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110％未満、AA：110％以上140％未満、AAA：140％以上。 ※6 バッテリパックを含む。平均値のため各製品で質量が異なる場合があります。 ※7 商用利用権が付属しています。商用
利用権の詳細は、 https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms/ をご確認ください。 ※8 搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するものではありません。  ※9 すべてのThunderbolt対応機器の動作を
保証するものではありません。  ※10 最大5V/3.0A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。  ※11 7.5W（5V/1.5A）以上を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電できます。パソコンを使用しながら充電する場合は65W（20V/3.25A）
以上を供給可能なものが必要です。ただし、すべての対応機器の動作を保証する ものではありません。  ※12 オプション品を利用することで、アナログRGB出力が可能です。 ※13 テレビ等の映像を表示する機器に接続した場合、映像を表示せずに音声のみを出力することはできません。
接続機器によっては、音声の始めが一部出力されないことがあります。  ※14 ご購入時はヘッドホン・ヘッドセット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、マイク端子・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。  ※15 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。 ※16 Wi-Fi 6E(6GHz帯)をご使用になる場合は、当社提供のアップデートプログラムを適用する必要があります。
注 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。  注 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 仕様、ソフト、使用できる周辺機器等の詳細は富士通パソコン製品情報（https://www.fmworld.net/fmv/）をご覧ください。

■FMVC90G3L ■FMVC75G3L
■FMVC90G3M ■FMVC75G3M
■FMVC90G3G ■FMVC75G3G

CH90/G3 CH75/G3

Windows 11 Home 64ビット版OS※1
Office

品名
型番

Office Home & Business 2021（個人向け）※7

ディスプレイ
スーパーファイン液晶 高輝度 高色純度 広視野角

インテル® Core™ i7-1260P
（Pコア：最大4.70GHz※8、Eコア：最大3.40GHz※8）

12コア（Pコア：4、Eコア：8）/16スレッド
16GB（デュアルチャネル対応）/最大16GB[増設・交換不可]

LPDDR5-4800 
8GB（デュアルチャネル対応）/最大8GB[増設・交換不可]

LPDDR5-4800

インテル® Core™ i5-1240P
（Pコア：最大4.40GHz※8、Eコア：最大3.30GHz※8）

12コア（Pコア：4、Eコア：8）/16スレッド
基本スペック

キーボード

メモリ

CPU

USB

オーディオ

ストレージ 約512GB SSD（PCIe Gen4） 約256GB SSD（PCIe Gen4）

ワイヤレス機能

Windows Hello対応（指紋認証） モバイルバッテリー充電※11特長

13.3型ワイド（狭額縁） 1920×1200ドット

ACアダプタまたはリチウムイオンバッテリ※15

約19.5時間 約19.8時間
約5.5W/約74W/約0.7W 約5.2W/約74W/約0.7W

12区分 13.1kWh/年　  （AAA） 12区分 14.3kWh/年 　 （AAA）
298×210×17.5mm

約998g

電源
バッテリ駆動時間（JEITA2.0）

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（2022年度基準）

外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）
本体質量

主なソフト

サウンド

マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）※14

Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3） Type-C×2※9　
（USB Power Delivery対応※10 ※11、DisplayPort Alt Mode対応）（左側面×1、右側面×1）、USB 3.2（Gen1） Type-A×1（右側面）

HDMI出力端子×1※12 ※13

スマホカメラ転送 テレビ番組リンクAIノイズキャンセリング 3年版
セキュリティーソフト

約19mm 約1.7mmかな無し 日本語キーボード 2段階

※2

外部出力インターフェース

※3

※4

※5

※6

いつもアシスト ふくまろUmore スマホ写真＆動画バックアップ

WUXGA

Wi-Fi 6E※16（2.4Gbps対応）、Bluetooth® v5.1準拠

作成者添付原稿製造年月

年

月

色 数
営元
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製版寸法
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２２冬ＦＭＶ個別カタログ（ＣＨ／ＦＨ）
2つ CH版_表面B
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天 社内製版



＊同時に複数人にエフェクトをかけることはできません。

環境への取り組み
「人に寄り添ったものづくり」がFMVの理念。
だからこそ守りたいものがあります。
私たちがより豊かに暮らせる世の中にしていくために。

#もっとおしゃれに

#もっと軽やかに

#もっと楽しく

バッグ、服、アクセサリー。

身に着けるものにはこだわっていま す。

だから、パソコンのデザインも

おしゃれなものを選びたいと思いま した。

外に持ち出す機会が多いので

軽いパソコンを探していました。

わずか約998gなので楽に持ち運びができます。

オンライン会話をより楽しむために  、AIメイクアップアプリ

「Umore」を搭載。ナチュラルメイ クもしっかりメイクも、

シチュエーションによって使い分けら れ、いろいろな自分を楽しめます。

気に入った設定を保存しておけば、

いつでも安心してカメラをオンにで  きます。

※1 あらかじめパソコンで「Tile」のアカウントを作成し、アクティベーションをしておく必要があります。その際
にTile社のプライバシーポリシーに同意いただく必要があります。また、スマートフォンに「Tile」アプリをダウン
ロードしてインストールする必要があります。お使いのスマートフォンの機種やOSのバージョンによっては、ソフト
ウェアが対応していないことがあります。

サッと使える
ボタンを押すだけで
Windowsのパスワード
認証も完了！

うっかり置き忘れたときは
探しものトラッカー「Tile」を搭載。
いつ頃、どこで忘れたか
およその目安が分かり、
見当をつけて
探しにいくことができます※1。

音に包み込まれる
対応コンテンツを
立体オーディオで楽しめる
「Dolby Atmos®」を搭載しています。

画面が広い
資料作成やWeb閲覧がらくらくできるように、
16:10の画面を搭載。

16：10（WUXGA）

1,200
ピクセル

1,080
ピクセル

16：9（Full HD）

＋120

ユーモア

CHシリーズ 単体パンフ 中面

急な呼び出しでも大丈夫。 いつでもオンライン映え！

www.fmworld.net/fmv/ch/
製品紹介サイトはこちら

Make the everyday easier with Windows 11

ベージュ
ゴールド

モカ
ブラウン

明るさ 美肌 小顔 目の大きさ アイブロウリップ カラコン チーク 背景ぼかし

本体内蔵スピーカーのボックスに海洋プラスチックを使用

梱包用に、環境に配慮した紙製の緩衝材を使用

取扱説明書で使用する紙の量を前機種比で約75%削減AIエフェクト

クラウド
ブルー

作成者添付原稿製造年月

年

月
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身に着けるものにはこだわっていま す。

だから、パソコンのデザインも

おしゃれなものを選びたいと思いま した。

外に持ち出す機会が多いので

軽いパソコンを探していました。

わずか約998gなので楽に持ち運びができます。

オンライン会話をより楽しむために  、AIメイクアップアプリ

「Umore」を搭載。ナチュラルメイ クもしっかりメイクも、

シチュエーションによって使い分けら れ、いろいろな自分を楽しめます。

気に入った設定を保存しておけば、

いつでも安心してカメラをオンにで  きます。

※1 あらかじめパソコンで「Tile」のアカウントを作成し、アクティベーションをしておく必要があります。その際
にTile社のプライバシーポリシーに同意いただく必要があります。また、スマートフォンに「Tile」アプリをダウン
ロードしてインストールする必要があります。お使いのスマートフォンの機種やOSのバージョンによっては、ソフト
ウェアが対応していないことがあります。

サッと使える
ボタンを押すだけで
Windowsのパスワード
認証も完了！

うっかり置き忘れたときは
探しものトラッカー「Tile」を搭載。
いつ頃、どこで忘れたか
およその目安が分かり、
見当をつけて
探しにいくことができます※1。

音に包み込まれる
対応コンテンツを
立体オーディオで楽しめる
「Dolby Atmos®」を搭載しています。

画面が広い
資料作成やWeb閲覧がらくらくできるように、
16:10の画面を搭載。
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ピクセル

16：9（Full HD）
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ベージュ
ゴールド

モカ
ブラウン

明るさ 美肌 小顔 目の大きさ アイブロウリップ カラコン チーク 背景ぼかし

本体内蔵スピーカーのボックスに海洋プラスチックを使用

梱包用に、環境に配慮した紙製の緩衝材を使用

取扱説明書で使用する紙の量を前機種比で約75%削減AIエフェクト

クラウド
ブルー
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本社 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

CB2902　2022年11月 K   

（受付時間：9：00～19：00）

＊電話番号はお間違いのないよう、お確かめのうえおかけください。

富士通パソコン製品情報ページ
www.fmworld.net/fmv/

◎中高年のためのパソコン教室　富士通オープンカレッジに
   関するお問い合わせ　事務局　0120-559-506
◎出張指導・セットアップサービスに
　関するお問い合わせ　PC家庭教師　0120-37-2794

お求めは、上記のお店へ。

★本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。
本カタログの内容は、2022年10月現在のものです。

富士通クライアントコンピューティング株式会社

CHシリーズ 単体パンフ　表1-表4 

Make the everyday easier with Windows 11 Office 2021 
搭載PC

Make the everyday easier with Windows 11

2022.11 富士通パソコンFMV CH Ser ies カタログ

CH
 Series

■LINEUP

使用上のご注意  製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください） 詳細は（https://www.fmworld.net/fmv/caution/2211/）をご参照ください。

■本カタログについてのご注意 
●本カタログでは、富士通クライアントコンピューティング株式会社の製品・サービスについて、「富士通パソコン」「富士通の」などと表記しています。 ●パソコン本体の価格はオープン価格です。 ●本カタログで使用している製品写真および画面の写真は開発中のものです。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。パソコン、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。 ●プリ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。 ●プリ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。 ●プリ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。 ●「いつもアシスト ふくまろ」「sMedio スマホデータ転送」「TILE」は、当社の裁量により、サービスの全部または一部が終了、変更される場合があります。 ●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。
■製品のご使用について
●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定（https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms）に同意いただく必要があります。 ●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合
があります。 ●Windows 11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。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications をご覧ください。 ●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・タブレット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富士通クライアントコンピューティング株式会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。 ●本製品
をひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。
■無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意
●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。
■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（正しく指をタッチ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 ■お風呂上がり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。

■商標について 
●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Intel Coreロゴ、Thunderboltは、米国およびその他の国におけるIntelCorporationの商標または登録商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI 
Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、富士通クライアントコンピューティング株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●Wi-Fiは
Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ●Microsoft、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、PowerPointロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの
商標です。 ●McAfee、マカフィー、McAfeeのロゴおよびリブセーフは米国法人McAfee, LLCまたはその米国及びそれ以外の国の子会社の商標または登録商標です。 ●TILEおよびTILEデザインは、Tile, Inc.の商標です。 ●Dolby®、ドルビー ®、Dolby Atmos®、およびダブルD
記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズ®の商標または登録商標です。 ●Twitterという名称、Twitter バードは、Twitter,Inc.の登録商標です。 ●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。

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（たと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 Client Computing Limited 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 Client Computing Limited in writing.

※1 日本語版です。 ※2 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。USB 2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4で動作するには対応の周辺機器が必要です。 ※3 JEITA測定法Ver2.0による測定値。バッテリ駆動時間は、動作環境・ディスプレイの輝度・システム設定
などにより変動します。 ※4 バッテリ充電なし（ACアダプタ接続）、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態の測定値です。 ※5 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。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110％未満、AA：110％以上140％未満、AAA：140％以上。 ※6 バッテリパックを含む。平均値のため各製品で質量が異なる場合があります。 ※7 商用利用権が付属しています。商用
利用権の詳細は、 https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms/ をご確認ください。 ※8 搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するものではありません。  ※9 すべてのThunderbolt対応機器の動作を
保証するものではありません。  ※10 最大5V/3.0A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。  ※11 7.5W（5V/1.5A）以上を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電できます。パソコンを使用しながら充電する場合は65W（20V/3.25A）
以上を供給可能なものが必要です。ただし、すべての対応機器の動作を保証する ものではありません。  ※12 オプション品を利用することで、アナログRGB出力が可能です。 ※13 テレビ等の映像を表示する機器に接続した場合、映像を表示せずに音声のみを出力することはできません。
接続機器によっては、音声の始めが一部出力されないことがあります。  ※14 ご購入時はヘッドホン・ヘッドセット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、マイク端子・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。  ※15 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。 ※16 Wi-Fi 6E(6GHz帯)をご使用になる場合は、当社提供のアップデートプログラムを適用する必要があります。
注 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。  注 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 仕様、ソフト、使用できる周辺機器等の詳細は富士通パソコン製品情報（https://www.fmworld.net/fmv/）をご覧ください。

■FMVC90G3L ■FMVC75G3L
■FMVC90G3M ■FMVC75G3M
■FMVC90G3G ■FMVC75G3G

CH90/G3 CH75/G3

Windows 11 Home 64ビット版OS※1
Office

品名
型番

Office Home & Business 2021（個人向け）※7

ディスプレイ
スーパーファイン液晶 高輝度 高色純度 広視野角

インテル® Core™ i7-1260P
（Pコア：最大4.70GHz※8、Eコア：最大3.40GHz※8）

12コア（Pコア：4、Eコア：8）/16スレッド
16GB（デュアルチャネル対応）/最大16GB[増設・交換不可]

LPDDR5-4800 
8GB（デュアルチャネル対応）/最大8GB[増設・交換不可]

LPDDR5-4800

インテル® Core™ i5-1240P
（Pコア：最大4.40GHz※8、Eコア：最大3.30GHz※8）

12コア（Pコア：4、Eコア：8）/16スレッド
基本スペック

キーボード

メモリ

CPU

USB

オーディオ

ストレージ 約512GB SSD（PCIe Gen4） 約256GB SSD（PCIe Gen4）

ワイヤレス機能

Windows Hello対応（指紋認証） モバイルバッテリー充電※11特長

13.3型ワイド（狭額縁） 1920×1200ドット

ACアダプタまたはリチウムイオンバッテリ※15

約19.5時間 約19.8時間
約5.5W/約74W/約0.7W 約5.2W/約74W/約0.7W

12区分 13.1kWh/年　  （AAA） 12区分 14.3kWh/年 　 （AAA）
298×210×17.5mm

約998g

電源
バッテリ駆動時間（JEITA2.0）

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（2022年度基準）

外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）
本体質量

主なソフト

サウンド

マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）※14

Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3） Type-C×2※9　
（USB Power Delivery対応※10 ※11、DisplayPort Alt Mode対応）（左側面×1、右側面×1）、USB 3.2（Gen1） Type-A×1（右側面）

HDMI出力端子×1※12 ※13

スマホカメラ転送 テレビ番組リンクAIノイズキャンセリング 3年版
セキュリティーソフト

約19mm 約1.7mmかな無し 日本語キーボード 2段階

※2

外部出力インターフェース

※3

※4

※5

※6

いつもアシスト ふくまろUmore スマホ写真＆動画バックアップ

WUXGA

Wi-Fi 6E※16（2.4Gbps対応）、Bluetooth® v5.1準拠
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