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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

公式SNSアカウント

最新情報や楽しい情報、
お得な情報を発信中！

Make the everyday easier with Windows 11

※1 日本語版です。 ※2 仕様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。 ※3 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、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2
で動作するには対応の周辺機器が必要です。 ※4 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 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 本製品にはSO-DIMMスロットが2個ありますが、すでにメモリが実装済みのため空きスロットはありません。最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ（オプション）を
実装する必要があります。また、搭載済みメモリを取り外して実装する必要があります。 ※10 実際の動作周波数とは異なるメインメモリが搭載されている場合がありますが、仕様通りの周波数で動作します。 ※11 映像出力など、USB以外の
拡張機能はありません。 ※12 HDMI入力・出力端子の同時使用はできません。ケーブルはどちらか一方のみ接続願います。HDMI入力端子は、インターレースの映像信号は未サポートです。接続する場合、接続する機器の映像信号設定をプロ
グレッシブに変更して接続してください。 ※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 テレビ視
聴ソフト「DigitalTVbox」はデュアルディスプレイ非対応です。 ※15 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。 
※16 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）に対応していません。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXC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。 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。

■ソフトウェア一覧■ラインナップ

※1 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。 ※2 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。 ※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。 ※4 本ソフトウェアは、米国Microsoft 
Corporationより2026年10月13日にサポートを終了する旨が通知されています。 ※5 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。 ※6 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3年間です。 ※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30日間です。 ※8 お使いのスマートフォンによっては利用できない場合があります。 
※9 VPN等特殊なネットワーク環境ではご利用になれないことがあります。 ※10 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。 ※11 データの喪失、改変、破壊が発生しないことを保証するものではありません。 
※12 パケットライト形式での記録機能は備えておりません。Blu-ray Discへの書き込みはBlu-ray Discドライブ搭載機種の
み可能です。 ※13 Blu-ray Discドライブ搭載機種以外は、DTSで記録されたDVD-VIDEOの音声再生ができません。 
※14 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみBlu-ray Discのご利用が可能です。 ※15 テレビ機能搭載のFMVまたはDTCP-IP
対応のテレビやレコーダーが必要です。テレビやレコーダーによっては、ご利用になれない場合があります。 ※16 本機能は
パソコン本体のマイク利用時のみ効果があります。※17 ご使用になる状況によっては意図どおりの補正効果にならないことが
あります。 ※18 本サービスのご利用にあたっては、別途月額料金が必要です。 ※19 本ソフトウェアをお楽しみいただくには、
パソコンを最新の状態にアップデートしてください。 ＊ 一部のソフトウェアについて、インターネットに接続できる環境が必要で
す（ブロードバンド回線を推奨）。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。

● ： プリ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）。
▲ ： BIOSメニューのハードウェア診断ツールからの起動となります。
■ ：  SSD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。

＊ 当社では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェ
ア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書または電子マニュアル（ヘルプ）をご
覧ください。

＊ 記載しているソフトウェアは予告なしに変更することがあります。最新情報は、富士通パソコン製品情報
ページ（https://www.fmworld.net/fmv/）でご確認ください。

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 使用上のご注意 
■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。 ●「My Cloudサービス」「いつもアシスト ふくまろ」「ふくまろゲームランド」「sMedio ス
マホデータ転送」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。 ●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、

「DigitalTVbox」が表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。 
■マウス、Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ ●本製品に添付されているマウス、搭載されているBlu-ray Disc/DVD/CDドライブ、オプションのスーパーマルチドライブユニットはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品 
■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。 
■顔認証機能のご注意 ●直射日光の当たる窓際など、お使いの環境によっては正しく認証できない場合があります。 ●顔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。 
■デジタル放送対応モデルご購入前のご注意 ●デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル(別売）の他に、利用環境によっては分配器(別売）もしくは混合器(別売）などが必要となります。 ●地上デジタル放送をご覧い
ただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター(別売）やアッテネーター(別売）などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地
形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。 ●その他の事項については、 https://www.fmworld.net/fmv/caution/2211/ をご購入前に必ずご確認ください。

■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。 ●miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。 ●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。 ●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。 ●「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の商標です。 ●SeeQVaultはNSM Initiatives LLCの商標です。 ●Blu-ray Disc™、
Blu-ray™、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。 ●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. 

＊ご利用環境によっては意図どおりの補正効果にならないことがあります。詳しくは
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=5911-3361
をご覧ください。

利用目的 ソフトウェア名称
対象機種

FH
77

FH
60

基本OS OS Windows 11 Home 64ビット版★（※1） ● ●

Office

Office Home & Business 2021 （個人向け）（※2）（※3）（※4） ● ●

文書をつくる Word ● ●

表やグラフをつくる Excel ● ●

Eメール・予定・住所録などを管理する Outlook ● ●

プレゼンテーション用資料をつくる PowerPoint ● ●

自由なレイアウトでメモをつくる OneNote ● ●

無料のテンプレートを利用できる 楽しもうOffice ● ●

インターネット ホームページを見る Microsoft Edge★ ● ●

安心・かんたん

アドバイス・おすすめの情報を受け取る 富士通アドバイザー★ ● ●

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 パソコン乗換ガイド★（※5） ● ●

使い始めるために必要な設定をまとめて 
実施する はじめに行う設定★ ● ●

ソフトウェアを最新の状態にする アップデートナビ★ ● ●

廃棄時にストレージのデータを消去する ハードディスクデータ消去★ ▲ ▲

ウイルス対策や、外部からの不正な 
アクセスを防止する マカフィー® リブセーフTM 3年版（※6） ● ●

インターネット詐欺から利用者を守る 詐欺ウォール/Internet SagiWall 3ヶ月体験
版 ● ●

有害サイトの閲覧を制限する i-フィルター® for マルチデバイス（※7） ■ ■

ジャンルや目的からソフトウェアを 
選んで起動する @メニュー★ ● ●

優れた推測変換により、文字入力を 
楽にする ATOK for Windows★ ■ ■

スマホ連携

スマホの高画質カメラをパソコンの 
WEBカメラ代わりに使う スマホカメラ転送★（※8）（※9） ● ●

スマホとPC間で写真や動画をやりとりする sMedio スマホデータ転送★（※8）（※10） ● ●

スマホの音楽を簡単操作でPCで再生できる スマホ音楽再生★（※8） ● ●

スマホ内の写真や動画をパソコンへ 
バックアップする スマホ写真＆動画バックアップ★（※8）（※11） ● ●

写真・動画
写真をプロ並みの高機能ツールで編集する Corel® PaintShop®  Pro 2022 SE ● ●

動画を思い通りに編集する CyberLink PowerDirector 19 for 
FUJITSU ● ●

AV機能

臨場感ある迫力のサウンドを体感する Dolby Atmos★ ● ●

テレビ（デジタル放送）を楽しむ DigitalTVbox★ ● ―

Blu-ray DiscやDVD、CDにデータを 
保存する Roxio Creator LJB★（※12） ● ●

Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ Corel® WinDVD®★（※13）（※14） ● ●

テレビやレコーダーに無線で接続して 
番組をパソコンで視聴する テレビ番組リンク★（※15） ● ●

趣味・実用

オンライン通話で周りの音を遮断して自分 
の声だけを伝えられる AIノイズキャンセリング★（※16） ● ●

WEBカメラで映した素顔を簡単に 
メイクアップ Umore★（※17） ● ●

音楽や写真を一元管理する FMVフォト&ミュージック★ ● ●

実用的な英語を学べる Learn to Speak English X3 ● ●

はがきを作成する 筆ぐるめ 29 ● ●

「『ソフ得』ソフト使い放題」で、100種類 
以上のソフトを楽しめる 『ソフ得』ソフト使い放題 by OPTiM（※18） ■ ■

ふくまろ
ふくまろと一緒にゲームを楽しむ ふくまろゲームランド★（※10） ● ●

音声やチャットでパソコンを操作できる いつもアシスト ふくまろ★（※10） ● ●

My Cloud
FMVに関連するおすすめのソフトや 
サービスを見る FMVポータル★（※19） ● ●

最新のニュースや天気など、便利な情報を見る My Cloud トピック★（※19） ● ●

品名 FH77/G3 FH60/G3

型名 ■ FMVF77G3B □ FMVF60G3W

OS（※1） Windows 11 Home 64ビット版

Office Office Home & Business 2021（個人向け）（※7）

ディスプレイ
23.8型ワイド（狭額縁） 
1920×1080ドット

ローへイズ液晶

基本スペック

CPU インテル® Core™ i7-1165G7（最大4.70GHz（※8））4コア/8スレッド インテル® Core™ i5-1135G7（最大4.20GHz（※8））4コア/8スレッド

メモリ 16GB（デュアルチャネル対応）/最大32GB（※9） DDR4-3200（※10） 8GB（デュアルチャネル対応）/最大32GB（※9） DDR4-3200（※10）

ストレージ 約256GB SSD（PCIe）+約1TB HDD 約512GB SSD（PCIe）

Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ（※2） 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）

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2層） 書き込み対応）

キーボード テンキー付 プリズムクリア 日本語ワイヤレス・キーボード

ワイヤレス機能（※2） Wi-Fi 6（1.2Gbps対応）、Bluetooth® v5.1準拠

インターフェース

USB（※3） USB 3.2（Gen2） Type-C×1（※11） （右側面）、USB 3.2（Gen1） Type-A×3（右側面×1、背面×2）

LAN LAN（RJ-45）×1 （2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応）

テレビアンテナ入力/
B-CASカードスロット

アンテナ入力端子（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル）、
miniB-CASカードスロット ー

外部入力 HDMI入力端子×1 （※12）

外部出力 HDMI出力端子×1 （※13）（※14） HDMI出力端子×1 （※13）

オーディオ 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）（※15）

ダイレクト・メモリースロット SDメモリーカード対応 （※16）

テレビ機能

ハイビジョン・テレビチューナー×2
（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送／

ダブル録画、AVCREC・SeeQVault対応） ―

サウンド

電源 ACアダプタ

消費電力（標準時（※4）/最大時/スリープ時） 約29W/約96W/約3.7W 約29W/約97W/約2.8W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2022年度基準）（※5） 14区分67.9kWh/年 （AA） 14区分70.3kWh/年 （AA）

外形寸法（幅×奥行×高さ）
（突起部含まず）

544×174×385mm（本体最小傾斜時）、
544×174×386mm（本体最大傾斜時）

本体質量（※6） 約6.4kg 約6.2kg

おすすめポイント

高輝度 高色純度 広視野角

約19.0mm 約3.0mm 3段階

×2

Umore いつもアシスト 
ふくまろ

スマホ写真＆
動画バックアップ

スマホカメラ
転送

AIノイズ
キャンセリング

テレビ番組
リンク 3年版

セキュリティーソフト HDMI
入力端子

瞬感起動
 Windows Hello（顔認証）

BCN AWARD 2022
デスクトップPC部門（5年連続）
最優秀賞受賞
全国主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップの
POS実売を統計するBCNより受賞

美しい暮らし FH
 Series

2022.11 富士通パソコンFMV FH Series（23.8型ワイド液晶）カタログ

Make the everyday easier with Windows 11 Office 2021 
搭載PC
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女性はもちろん、男性も

暮らしとの調和
空間の中に映像がスッと浮かび上がったような佇まい。
人とパソコンと空間の関係を再考し、
生活の中に溶け込む姿を追求しました。

ユーモア

＊製品と合わせて店頭で購入いただけます。一部取り扱いのない家電販売店もございます。

＊テレビ機能はFH77/G3に搭載。

人が近づいたことをセンサーが感知し、
Windows  He l loで素早く顔認証を行う
「瞬感起動」を搭載。電源ボタンやマウスなど
で操作することなくスリープから復帰できます。

パソコンの前に座るだけで
すぐに使える「瞬感起動」

外部ディスプレイとして使用
できるHDMI入力端子を
搭載。ゲーム機をつないで
楽しんだり、他のパソコン
のセカンドディスプレイと
しても便利に利用できます。

使い方が拡がる
HDMI入力端子

point� オンラインコミュニケーションをもっと楽しく
point�

Umore

AIノイズ
キャンセリング

パソコンの作業に疲れたらテレビ視聴で気分
転換。裏番組も録画可能なダブルチューナーを
搭載しています。
音響補正ソフトの「Dolby Atmos®」により、
迫力のある音で楽しめます。

パーソナルテレビとして
活用する

奥行き約174mmの省ス
ペース設計。置き場所の
自由度を高めたデザイン
です。本体下のスペースに
キーボードとマウスを収納
できるので、パソコン周りを
すっきりと片づけられます。

省スペース
デザイン

PC保証アップグレード
サービス（有料）

標準の保証（1年間）を各保証が定める保証
期間（3年、4年、5年）に延長。さらに水こぼし
や落下による破損・損傷、落雷、火災、水害に
よる故障なども無償にて修理を受けられる
サービスです。

顔の動きに追従してエフェクトをかける
AIメイクアップソフト。
突然の呼び出しでも安心してWeb
カメラをオンにできます。

�
×2

＊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。  ＊一部の添付品・オプション・周辺機器については対象外となる場合があります。詳しくは本サービスご購入時にご確認ください。

point� point�

AIエンジンが周囲のノイズを消してくれるので、
周囲の物音に気をつかうことなく会話に集中
できます。

FH77/G3　ブラックFH60/G3　ホワイト

Make the everyday easier with Windows 11 www.fmworld.net/fmv/fh_23/
製品紹介サイトはこちら

FHシリーズ 単体パンフ 中面
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「瞬感起動」を搭載。電源ボタンやマウスなど
で操作することなくスリープから復帰できます。
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すぐに使える「瞬感起動」

外部ディスプレイとして使用
できるHDMI入力端子を
搭載。ゲーム機をつないで
楽しんだり、他のパソコン
のセカンドディスプレイと
しても便利に利用できます。
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HDMI入力端子

point� オンラインコミュニケーションをもっと楽しく
point�

Umore

AIノイズ
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ペース設計。置き場所の
自由度を高めたデザイン
です。本体下のスペースに
キーボードとマウスを収納
できるので、パソコン周りを
すっきりと片づけられます。

省スペース
デザイン

PC保証アップグレード
サービス（有料）

標準の保証（1年間）を各保証が定める保証
期間（3年、4年、5年）に延長。さらに水こぼし
や落下による破損・損傷、落雷、火災、水害に
よる故障なども無償にて修理を受けられる
サービスです。

顔の動きに追従してエフェクトをかける
AIメイクアップソフト。
突然の呼び出しでも安心してWeb
カメラをオンにできます。
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＊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。  ＊一部の添付品・オプション・周辺機器については対象外となる場合があります。詳しくは本サービスご購入時にご確認ください。

point� point�

AIエンジンが周囲のノイズを消してくれるので、
周囲の物音に気をつかうことなく会話に集中
できます。

FH77/G3　ブラックFH60/G3　ホワイト

Make the everyday easier with Windows 11 www.fmworld.net/fmv/fh_23/
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本社 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

CB2901　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

公式SNSアカウント

最新情報や楽しい情報、
お得な情報を発信中！

Make the everyday easier with Windows 11

※1 日本語版です。 ※2 仕様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。 ※3 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、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2
で動作するには対応の周辺機器が必要です。 ※4 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 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 本製品にはSO-DIMMスロットが2個ありますが、すでにメモリが実装済みのため空きスロットはありません。最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ（オプション）を
実装する必要があります。また、搭載済みメモリを取り外して実装する必要があります。 ※10 実際の動作周波数とは異なるメインメモリが搭載されている場合がありますが、仕様通りの周波数で動作します。 ※11 映像出力など、USB以外の
拡張機能はありません。 ※12 HDMI入力・出力端子の同時使用はできません。ケーブルはどちらか一方のみ接続願います。HDMI入力端子は、インターレースの映像信号は未サポートです。接続する場合、接続する機器の映像信号設定をプロ
グレッシブに変更して接続してください。 ※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 テレビ視
聴ソフト「DigitalTVbox」はデュアルディスプレイ非対応です。 ※15 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。 
※16 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）に対応していません。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXC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。 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。

■ソフトウェア一覧■ラインナップ

※1 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。 ※2 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。 ※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。 ※4 本ソフトウェアは、米国Microsoft 
Corporationより2026年10月13日にサポートを終了する旨が通知されています。 ※5 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。 ※6 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3年間です。 ※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30日間です。 ※8 お使いのスマートフォンによっては利用できない場合があります。 
※9 VPN等特殊なネットワーク環境ではご利用になれないことがあります。 ※10 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。 ※11 データの喪失、改変、破壊が発生しないことを保証するものではありません。 
※12 パケットライト形式での記録機能は備えておりません。Blu-ray Discへの書き込みはBlu-ray Discドライブ搭載機種の
み可能です。 ※13 Blu-ray Discドライブ搭載機種以外は、DTSで記録されたDVD-VIDEOの音声再生ができません。 
※14 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみBlu-ray Discのご利用が可能です。 ※15 テレビ機能搭載のFMVまたはDTCP-IP
対応のテレビやレコーダーが必要です。テレビやレコーダーによっては、ご利用になれない場合があります。 ※16 本機能は
パソコン本体のマイク利用時のみ効果があります。※17 ご使用になる状況によっては意図どおりの補正効果にならないことが
あります。 ※18 本サービスのご利用にあたっては、別途月額料金が必要です。 ※19 本ソフトウェアをお楽しみいただくには、
パソコンを最新の状態にアップデートしてください。 ＊ 一部のソフトウェアについて、インターネットに接続できる環境が必要で
す（ブロードバンド回線を推奨）。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。

● ： プリ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）。
▲ ： BIOSメニューのハードウェア診断ツールからの起動となります。
■ ：  SSD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。

＊ 当社では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェ
ア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書または電子マニュアル（ヘルプ）をご
覧ください。

＊ 記載しているソフトウェアは予告なしに変更することがあります。最新情報は、富士通パソコン製品情報
ページ（https://www.fmworld.net/fmv/）でご確認ください。

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 使用上のご注意 
■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。 ●「My Cloudサービス」「いつもアシスト ふくまろ」「ふくまろゲームランド」「sMedio ス
マホデータ転送」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。 ●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、

「DigitalTVbox」が表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。 
■マウス、Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ ●本製品に添付されているマウス、搭載されているBlu-ray Disc/DVD/CDドライブ、オプションのスーパーマルチドライブユニットはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品 
■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。 
■顔認証機能のご注意 ●直射日光の当たる窓際など、お使いの環境によっては正しく認証できない場合があります。 ●顔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。 
■デジタル放送対応モデルご購入前のご注意 ●デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル(別売）の他に、利用環境によっては分配器(別売）もしくは混合器(別売）などが必要となります。 ●地上デジタル放送をご覧い
ただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター(別売）やアッテネーター(別売）などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地
形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。 ●その他の事項については、 https://www.fmworld.net/fmv/caution/2211/ をご購入前に必ずご確認ください。

■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。 ●miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。 ●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。 ●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。 ●「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の商標です。 ●SeeQVaultはNSM Initiatives LLCの商標です。 ●Blu-ray Disc™、
Blu-ray™、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。 ●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. 

＊ご利用環境によっては意図どおりの補正効果にならないことがあります。詳しくは
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=5911-3361
をご覧ください。

利用目的 ソフトウェア名称
対象機種

FH
77

FH
60

基本OS OS Windows 11 Home 64ビット版★（※1） ● ●

Office

Office Home & Business 2021 （個人向け）（※2）（※3）（※4） ● ●

文書をつくる Word ● ●

表やグラフをつくる Excel ● ●

Eメール・予定・住所録などを管理する Outlook ● ●

プレゼンテーション用資料をつくる PowerPoint ● ●

自由なレイアウトでメモをつくる OneNote ● ●

無料のテンプレートを利用できる 楽しもうOffice ● ●

インターネット ホームページを見る Microsoft Edge★ ● ●

安心・かんたん

アドバイス・おすすめの情報を受け取る 富士通アドバイザー★ ● ●

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 パソコン乗換ガイド★（※5） ● ●

使い始めるために必要な設定をまとめて 
実施する はじめに行う設定★ ● ●

ソフトウェアを最新の状態にする アップデートナビ★ ● ●

廃棄時にストレージのデータを消去する ハードディスクデータ消去★ ▲ ▲

ウイルス対策や、外部からの不正な 
アクセスを防止する マカフィー® リブセーフTM 3年版（※6） ● ●

インターネット詐欺から利用者を守る 詐欺ウォール/Internet SagiWall 3ヶ月体験
版 ● ●

有害サイトの閲覧を制限する i-フィルター® for マルチデバイス（※7） ■ ■

ジャンルや目的からソフトウェアを 
選んで起動する @メニュー★ ● ●

優れた推測変換により、文字入力を 
楽にする ATOK for Windows★ ■ ■

スマホ連携

スマホの高画質カメラをパソコンの 
WEBカメラ代わりに使う スマホカメラ転送★（※8）（※9） ● ●

スマホとPC間で写真や動画をやりとりする sMedio スマホデータ転送★（※8）（※10） ● ●

スマホの音楽を簡単操作でPCで再生できる スマホ音楽再生★（※8） ● ●

スマホ内の写真や動画をパソコンへ 
バックアップする スマホ写真＆動画バックアップ★（※8）（※11） ● ●

写真・動画
写真をプロ並みの高機能ツールで編集する Corel® PaintShop®  Pro 2022 SE ● ●

動画を思い通りに編集する CyberLink PowerDirector 19 for 
FUJITSU ● ●

AV機能

臨場感ある迫力のサウンドを体感する Dolby Atmos★ ● ●

テレビ（デジタル放送）を楽しむ DigitalTVbox★ ● ―

Blu-ray DiscやDVD、CDにデータを 
保存する Roxio Creator LJB★（※12） ● ●

Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ Corel® WinDVD®★（※13）（※14） ● ●

テレビやレコーダーに無線で接続して 
番組をパソコンで視聴する テレビ番組リンク★（※15） ● ●

趣味・実用

オンライン通話で周りの音を遮断して自分 
の声だけを伝えられる AIノイズキャンセリング★（※16） ● ●

WEBカメラで映した素顔を簡単に 
メイクアップ Umore★（※17） ● ●

音楽や写真を一元管理する FMVフォト&ミュージック★ ● ●

実用的な英語を学べる Learn to Speak English X3 ● ●

はがきを作成する 筆ぐるめ 29 ● ●

「『ソフ得』ソフト使い放題」で、100種類 
以上のソフトを楽しめる 『ソフ得』ソフト使い放題 by OPTiM（※18） ■ ■

ふくまろ
ふくまろと一緒にゲームを楽しむ ふくまろゲームランド★（※10） ● ●

音声やチャットでパソコンを操作できる いつもアシスト ふくまろ★（※10） ● ●

My Cloud
FMVに関連するおすすめのソフトや 
サービスを見る FMVポータル★（※19） ● ●

最新のニュースや天気など、便利な情報を見る My Cloud トピック★（※19） ● ●

品名 FH77/G3 FH60/G3

型名 ■ FMVF77G3B □ FMVF60G3W

OS（※1） Windows 11 Home 64ビット版

Office Office Home & Business 2021（個人向け）（※7）

ディスプレイ
23.8型ワイド（狭額縁） 
1920×1080ドット

ローへイズ液晶

基本スペック

CPU インテル® Core™ i7-1165G7（最大4.70GHz（※8））4コア/8スレッド インテル® Core™ i5-1135G7（最大4.20GHz（※8））4コア/8スレッド

メモリ 16GB（デュアルチャネル対応）/最大32GB（※9） DDR4-3200（※10） 8GB（デュアルチャネル対応）/最大32GB（※9） DDR4-3200（※10）

ストレージ 約256GB SSD（PCIe）+約1TB HDD 約512GB SSD（PCIe）

Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ（※2） 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）

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2層） 書き込み対応）

キーボード テンキー付 プリズムクリア 日本語ワイヤレス・キーボード

ワイヤレス機能（※2） Wi-Fi 6（1.2Gbps対応）、Bluetooth® v5.1準拠

インターフェース

USB（※3） USB 3.2（Gen2） Type-C×1（※11） （右側面）、USB 3.2（Gen1） Type-A×3（右側面×1、背面×2）

LAN LAN（RJ-45）×1 （2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応）

テレビアンテナ入力/
B-CASカードスロット

アンテナ入力端子（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル）、
miniB-CASカードスロット ー

外部入力 HDMI入力端子×1 （※12）

外部出力 HDMI出力端子×1 （※13）（※14） HDMI出力端子×1 （※13）

オーディオ 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）（※15）

ダイレクト・メモリースロット SDメモリーカード対応 （※16）

テレビ機能

ハイビジョン・テレビチューナー×2
（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送／

ダブル録画、AVCREC・SeeQVault対応） ―

サウンド

電源 ACアダプタ

消費電力（標準時（※4）/最大時/スリープ時） 約29W/約96W/約3.7W 約29W/約97W/約2.8W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2022年度基準）（※5） 14区分67.9kWh/年 （AA） 14区分70.3kWh/年 （AA）

外形寸法（幅×奥行×高さ）
（突起部含まず）

544×174×385mm（本体最小傾斜時）、
544×174×386mm（本体最大傾斜時）

本体質量（※6） 約6.4kg 約6.2kg

おすすめポイント

高輝度 高色純度 広視野角

約19.0mm 約3.0mm 3段階

×2

Umore いつもアシスト 
ふくまろ

スマホ写真＆
動画バックアップ

スマホカメラ
転送

AIノイズ
キャンセリング

テレビ番組
リンク 3年版

セキュリティーソフト HDMI
入力端子

瞬感起動
 Windows Hello（顔認証）

BCN AWARD 2022
デスクトップPC部門（5年連続）
最優秀賞受賞
全国主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップの
POS実売を統計するBCNより受賞

美しい暮らし FH
 Series

2022.11 富士通パソコンFMV FH Series（23.8型ワイド液晶）カタログ

Make the everyday easier with Windows 11 Office 2021 
搭載PC

作成者添付原稿製造年月

年

月

色 数
営元

OCR開

製版寸法
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品名
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