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●このカタログに記載の仕様ならびにサービスなどの内容は2008年6月現在のものです。これらについては予告
なく変更する場合があります。●印刷の都合により、カタログと実際の商品で色合いが異なる場合がございます。
●製品内の画像はハメコミ合成です。●WEB MARTおよび購入相談窓口は、システムメンテナンスのため、サー
ビスを休止させていただく場合があります。●記載の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。●このカタログは、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

富士通ショッピングサイト「WEB MART」 http: / /www.fujitsu-webmart.com/

このマークがついた富士通製パソコンは、新たな料金のご負担なく富士通がリサイクル（回収・再資源化）いたします。

ご家庭でご不要になった富士通製パソコンのリサイクルは、富士通にお申し込みください。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

［富士通パソコンリサイクル受付センター］http://azby.fmworld.net/recycle/

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

じっくりと選びたい。スピーディーに買いたい。いろいろ相談したい。
すべてのお客様のニーズにしっかりとお応えします。

WEB MARTは、富士通株式会社が運営する直販サイトです。記載の仕様、ならびにサービスなどの内容は予告なく変更する場合があります。

ご注文の状況等により、商品の販売を予告なく終了する場合がありますので、予めご了承ください。その他、販売条件等の詳細につきましては、

http://www.fujitsu-webmart.com/に掲載の「法的情報」をご覧ください。Intel、インテル、Centrino、Celeron、Intel Core、Pentium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。AMD、ATI Mobility Radeon、

ATI RadeonはAdvanced Micro Devices,Inc.の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPoint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。HDMI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。“Blu-ray Disc”は商標です。「FeliCa」は、

ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。「Felica」は、ソニー株式会社の登録商標です。FOMAは株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモ（NTTドコモ）の登録商標です。WEB MART、AzbyClub、フレキシブルベース、プリントキャンバス、マイジャケ、スリムソフトウェア

セットは富士通株式会社の商標または、登録商標です。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

＊下取りサービスは、デジタルリユース社との提携によってご提供するサービスです。

■ 他社製パソコンも下取りOK。 ■ ご指定日にお引き取り。梱包も不要。

■ 下取り代金はご指定口座にお振り込み。

■ 下取りパソコンのハードディスク内データはすべて消去。

パソコン下取りサービス 当日出荷サービス

AzbyClubポイントサービス

メールサービス（無料）

パソコン延長保証

FMVのお得なキャンペーン情報や特価品情報、さら

には新商品情報など、随時情報を無料でご提供いた

します。

ご不要となった古いパソコンの下取りをいたします。

下取りしたパソコンは査定を行い、査定額をキャッ

シュバック。パソコンの買替え時に大変お得なサー

ビスです。

＊別途ユーザー登録が、必要となります。
＊故障の原因や内容によっては、有償修理となる場合があります。

「カスタムメイドモデル」ご購入時には、通常のメー

カー1年保証に、さらに保証期間をプラス2年間延長

するサービスを無償でご提供。万が一の故障時も、

保証期間中なら無償にて修理いたします。

＊当サービスの対象は商品やお支払い方法などによって異なります。
予めご了承ください。詳しくはWEBサイトやお電話にてご確認ください。

当社営業日の当日午前10時までにご注文確定いた

だきましたら、当日中に出荷を行い、いち早く商品を

お届けします。

＊発行されたポイントは、「1ポイント＝1円換算」でWEB MARTでご利用いただけます。
＊月額ダウンロードサービス等は、対象外となります。

AzbyClubは、安心・役立つ・お得がいっぱいのFMV

ユーザーズクラブ。ユーザー登録をするとご購入金

額に応じてポイントが付与され、FMV、周辺機器、

ソフトウェアの次回ご購入が割引となります。

＊一部下取りできない機種がございます。あらかじめご了承ください。
なお、下取りできない富士通製パソコンにつきましては「富士通パソコンリサイクル」をご利用ください。

ご購入サポート

3年
保証

お電話でもご購入の相談ができます。専門スタッフ

が無料サポート。そのままご注文まで承ります。

購入相談窓口（無料）

POINT

出張セットアップサービス（有償）

＊当サービスは当社から指定事業者に実施・運営を委託しております。

お客様のご指定場所までお伺いして、ご購入いた

だいたFMVのセットアップを行います。

2008.6
2 0 0 8年夏モデル

な っ と く    フ ジ ツ ー

0120-719-242
受付時間 9：00～21：00（土・日・祝日は17：00まで）

フ ジ ツ ー



カスタムメイドモデルってお店で売っている商品と何が違うの?

下記「FMV-DESKPOWER／TEO／BIBLO」各シリーズをベースに目的と予算に  応じて、カラーやCPU、ハードディスク容量やメモリ容量などのハードウェアはもちろん、
Officeなどのソフトウェアをお選びいただけます。「自分好みのFMVが注文できる」、 それが富士通直販WEB MARTのカスタムメイドモデルです。

A

Q

LOOX P SERIES

シーンに合わせて
利用スタイルを選べる
モバイルタブレットPC

0201

ご購入検討製品の検討 ご注文内容確定 製品のお届け

0120 -719-242
購入相談窓口

な っ と く フ ジ ツ ー

受付時間
平日9：00～21：00
土・日・祝日9：00～17：00

http://www.fujitsu  -webmart.com/

注文方法は?

WEBまたはお電話でご注文いただけます。A

Q 保証期間は?

カスタムメイドモデルなら
通常1年間のメーカー保証を
無料で3年間へ延長いたします。

A

Q
WEB MARTなら、各シリーズのオプション選択で
最小限の構成／仕様を選ぶことで、
予算を抑えてご購入いただけます。
また、お得なキャンペーンを随時実施しています。
現在実施中のキャンペーンは、
WEBまたは、お電話でご確認ください。

できるだけ安く買いたいんだけど?

A

Q商品をもっと詳しく知りたいんだけど?

富士通製品情報ページ「FMWORLD」

http://www.fmworld.net/fmv
をご覧ください。
または、購入相談窓口0120-719-242まで
お電話ください。専門スタッフがご説明いたします。

A

Q

迷ったら相談できるの?

専門スタッフがお電話でご相談を承ります。
もちろん無料です。

A

Q

0201

FMV-DESKPOWER／TEOシリーズ FMV-BIBLOシリーズ

大画面テレビにつなぐ、
エンターテインメントPC

TEO SERIES

高性能と拡張性を備えた
ハイスペックPC

CE SERIES

コンパクト&シンプルな
デザインに、大画面
19型ワイド液晶の一体型PC

EK SERIESLX SERIES

大画面で地デジが楽しめる
省スペース一体型

どこでも自由に置ける、
省スペースを追求した
新スタイルPC

F SERIES NEW

エンターテインメントが
つまったスタイリッシュな
スリムノート

NF SERIES

軽さと頑丈さを
両立させた
大画面モバイル

MG SERIES

ユーザビリティを
追及した
ビジネスモバイル

LOOX R SERIES

手で持ちながら
操作できる
ウルトラモバイルPC

LOOX U SERIES

グラフィック性能に優れた
ハイスペックAVノート

NX SERIES

CPU

CPU

ハードディスク

ソフトウェア

デザイン

ディスプレイ

メモリ

ドライブ

TV機能

TV
無線LAN

お電話で
ご購入の
場合

WEBで
ご購入の
場合

届くまでの目安は?

最短4日でお届けします。A

Q

※ただし、選択したオプションやお届け地域により
条件が異なります。ご注文時に、お届けまでの日数
の目安が表示されますので、ご確認ください。

■銀行振込（前払い）

■クレジットカード

■代引き

■iREGi

■ジャパンネット銀行（JNB）

■AzbyClubカード（オリコ／ニコス）

■コンビニ振込

■分割払い

■みずほダイレクト

クレジットカード以外の支払い方法もあるの?

お客様がご利用しやすいように、
様々なお支払い方法をご用意しています。

A

Q

ウェブマート 検索



シンプルなこだわり2色、FMV-DESKPOWER Fシリーズ 05ページ

カラーバリエーション

OS／ソフトウェアオプション ハードウェアオプション

WEB MART限定カラー・オプション、専用モデルも　ご用意しました。

ハードウェアを機能させるために必要なソフトウェアや、セキュリティ関連ソフ
トウェアに絞ったスリムソフトウェアセットをご用意。ハードディスクの空き容
量が気になる方、シンプルな操作環境を求める方におすすめ。
（CE/A90N、CE/A50N）　　　　　　　  （NF/A70N）

スリムソフトウェアセット

Officeソフト（搭載／非搭載）

選べるソフトウェア フラッシュメモリディスクでモビリティ向上

ハードディスクより軽く、振動に強く、ランダムアクセスも速い、約64GB
フラッシュメモリディスクをご用意。
（LOOX R/A70N、LOOX U/A50N、LOOX P/A70N）

高性能グラフィックカード

オンラインゲームを快適に動かせる、高性能グラ
フィックカード「ATI Radeon™ HD 2400 Pro」をCE
シリーズにご用意。（CE/A90N、CE/A50N）

WEB MART限定モデル

WEB MART限定、FMV-BIBLO LOOX Pシリーズ

ペン入力可能なモバイルタブレットPC
「LOOX Pシリーズ」。小型軽量ボディーに
見やすいLCDと、本格的なキーボードを装
備しています。さらに、液晶画面を回転し、
たためるコンバーチブル型構造と、画面上
でのタブレット操作の組み合わせにより、
抜群の機動性を実現します。

狭い場所でも自由に置ける、新スタイルPCが新登場。
“パソコンらしさ”から開放されたデザインは、
従来のPCでは考えられなかった省スペースを実現します。
WEB MARTなら、ピンクオパール、スノーホワイトの
お好きなカラーをお選びいただけます。

目的と予算に応じて、「Office Personal 2007 Service Pack 1」、「Office
Personal 2007 with PowerPoint® 2007 Service Pack 1 」をご用意。
また、用途に応じてOfficeソフト非搭載モデルもお選びいただけます。

0403

LOOX P/A70N10ページ

07、08ページ

ディスプレイを2台使用して快適操作

19型ワイド液晶の2台接続が可能。オンライントレードなど、同時に多くの
情報を表示するときに便利です。（CE/A90N、CE/A50N）

スノーホワイト

06ページ

06ページ

06ページ
LOOX R、LOOX U専用ケースもご用意

LOOX R、LOOX U用「高級本革モバイルスーツ」
など専用ケースも同時にご購入いただけます。

NEW

10ページ

ピンクオパール WEB限定

ビジネスにも活用されるお客様のためにWindowsVista® Business with 
SP1 正規版を選択できるモデルをご用意。
（MG/A75N、MG/A70N、MG/A50N、LOOX R/A70N）

Windows® XP Professional 正規版搭載モデルをご用意。
（LOOX U50WN）

Windows® XP Professional ダウングレード権を含むモデルをご用意。
（LOOX R/A70N）

Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版

Microsoft® Windows® XP Professional 正規版

選べるOS

10ページ

09ページ

08、09ページ

WEB限定デザイン3パターン、自分らしさが選べる4色、FMV-BIBLO LOOX Rシリーズ 09ページ

超小型ボディーを際立たせる4色、FMV-BIBLO LOOX Uシリーズ

超小型軽量で人気沸騰のLOOX U。
WEB限定色2色を含む計4色からお選びいただけます。
※LOOX U50XNXは「ダイアモンドブラック」のみ、
　LOOX U50WNは「レザーホワイト」のみとなります。

軽さ・強さ・スマートさを兼ね備えたモバイルノートLOOX R。WEB限定デザイン3パターン（プリントキャンバス）、

WEB限定色3色を含む計4色から自分らしさを表現するお気に入りの一台をお選びいただけます。

セルリアンブルー（光沢）ダイアモンドブラック（光沢）

10ページ

ブルーグラデーション（光沢）WEB限定

マルチストライプ（光沢） WEB限定

ラズベリー（光沢） WEB限定 レザーホワイト WEB限定

ミニチュアダックス（光沢）WEB限定

クリムゾン（光沢）

WEB限定

ターコイズブルー

WEB限定

ピンクゴールド

WEB限定

グロスブラック（光沢）

「プリントキャンバス」

写真やイラストを直接プリントする新しい
技術を採用した天板です。

インテリアとの調和を意識した12パターンのカラー、FMV-BIBLO NFシリーズ（NF/A75ND、NF/A70N） 07、08ページ

インテリアに調和するスタイリッシュ・スリムノート。ヴィーナス・ホワイトとダイアモンドブラックの2色の本体色を
用意しています。さらに、5色の「マイジャケ」の組み合わせで最大12パターンからお選びいただけます。

着せ替え天板「マイジャケ」

取り外し可能な着せ替えタイプなので、その時々の気分やお部屋の雰囲気に合わせて
パソコンの天板をコーディネートできます。「マイジャケ」のみのご購入も可能です。

エレガントゴールド（光沢） ミルキーピンク（光沢） ブラックパターン（光沢）サザンブルー（光沢） WEB限定 クリムゾン（光沢） WEB限定

ヴィーナス・ホワイト ダイアモンドブラック



0605

OS

CPU

モデム

Office

 外形寸法（幅×奥行×高さ・突起部含まず）

本体質量（各製品で、質量が異なる場合がございます。）

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（省エネ基準達成率）＊1（2007年度基準）

TEO /A90N・TEO /A70N

  なし Office Personal 
2007（SP1）

Office Personal 2007
with PowerPoint®
2007（SP1）※13

なし Office Personal 
2007（SP1）

Office Personal 2007
with PowerPoint®
2007（SP1）

約11.9kg（最小構成時）

445×213×390mm

Windows Vista® Home Premium 
with SP1 正規版

なし Office Personal 
2007（SP1）

なし
Office Personal 
2007（SP1）

Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版

インテル®
Core™2 Duo プロセッサー
E4600（2.40GHz）

インテル®
 Celeron® プロセッサー
   540（1.86GHz）※6

インテル®
Core™2 Duo プロセッサー
  T8100（2.10GHz）

インテル®
Core™2 Quad プロセッサー
Q9300（2.50GHz）

インテル®
Celeron® プロセッサー
430（1.80GHz）

インテル®
Core™2 Duo プロセッサー
E4600（2.40GHz）

ー

ー

約7.0kg（最小構成時・設置台含まず）約7.8kg（フレキシブルベース™（設置台）を除く）（最小構成時）

（本体のみ）
89×368×340mm（縦置き時：フレキシブルベース™（設置台）を含まない場合）
190×368×365mm（フレキシブルベース™（設置台）を含む場合）

（本体のみ）
89×338×332mm（縦置き時：フット（設置台）を含まない場合）
179×338×344mm（フット（設置台）を含む場合）

（本体のみ）
340×357.5×65mm（横置き用フットを含まない場合）
340×357.5×75mm（横置き用フットを含む場合）

AMD Turion™ X2 
デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70（2GHz）

内蔵

約6.6kg（最小構成時・設置台含まず）

CE/A90N・CE/A50N

19型
WIDE

（選択可）

CE/A40N・CE/A35NEK/A50N・EK/A30N

19型
WIDE

EK SERIES CE SERIES TEO SERIES

コンパクト＆シンプルなデザインに、
大画面19型ワイド液晶の一体型PC

高性能と拡張性を備えたハイスペックPC
大画面テレビにつなぐ、
エンターテインメントPC

DESKPOWER／TEO

シリーズ

見やすい19型ワイド
ディスプレイ搭載
画面角度を上下・
左右に調節可能

「FeliCaポート」
添付など、
使いやすさを追求

パソコンを快適に
使える静音設計
「サイレント・
クーリングシステム」
を採用

大画面テレビにHDMIケーブルで簡単接続、
デジタル放送の録画やインターネットも
楽しめます

なし※3

インテル® Pentium® 
デュアルコア・プロセッサー 
E2180（2GHz）※2

インテル® Core™2 Duo
プロセッサー E4600（2.40GHz）

Windows Vista® Home Premium  with SP1 正規版

なし Office Personal
 2007（SP1）

Office Personal 2007 
with PowerPoint®
2007（SP1）

（22型ワイドディスプレイ選択時）608×243×479mm
（19型ワイドディスプレイ選択時）542×243×437mm

（22型ワイドディスプレイ選択時）約18.5kg（最小構成時）
（19型ワイドディスプレイ選択時）約17.5kg（最小構成時）

19型
WIDE

22型
WIDE

LX/A70N・LX/A65N
LX/A50N・LX/A45N

LX SERIES

大画面で地デジが楽しめる省スペース一体型

地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン放送の
視聴・録画など、TV機能を選択可能

内蔵※3

■設置場所や用途に合わせて、
　ディスプレイサイズやハードディ
　スク容量を組み合わせ可能。

WEB限定!

■用途に合わせて、CPUやメモリ、ハード
　ディスク容量を自由に組み合わせ可能。

WEB限定!
■高性能グラフィックカードの搭載を
　選択可能。
■広く快適なデスクトップ環境を実現する
　「マルチディスプレイ」機能に対応。

WEB限定!

■液晶ディスプレイなしを選択可能。

WEB限定!

■ハードディスク「約1TB」を選択可能。

WEB限定!

19型
WIDE

（選択可）

Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版

約5.5㎏（最小構成時）

394×180×307/327/347mm
（高さは3段階に調整可能）

インテル® Core™2 Duo プロセッサー T8100（2.10GHz）

なし Office Personal 
2007（SP1）

Office Personal 2007 
with PowerPoint®
2007（SP1）

ー

FSERIES

どこでも自由に置ける、省スペースを追求した新スタイルPC

F/A50N
DVDの視聴などが快適な
ワイド画面の16型液晶を搭載。
画面の向きや位置、高さを調整可能

■本体色「ピンクオパール」を選択可能。
■PowerPoint® 2007を搭載可能。

WEB限定!

16型
WIDE

※1 OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。 ※2 TV機能で、「地上デジタルハイビジョン」をご選択時のみ、選択いただけます。 ※3 TV機能で「地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン」を選択時
のみ、「内蔵」、それ以外は「なし」。※4「FMV-DESKPOWER・TEO 2008年夏モデルカタログ」裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入前のご注意」を必ずご覧ください。※5 CPUで「インテル® 

CoreTM2 DuoプロセッサーE4600（2.40GHz）」をご選択時のみ選択いただけます。※6メモリで「1GB（512MB×2）」または「2GB（1GB×2）」をご選択時のみ選択いただけます。※7 CPUで「インテル®CoreTM

2 Duoプロセッサー T8100（2.10GHz）」をご選択時のみ選択いただけます。※8 表示可能な解像度については、富士通製品情報ページ「FMWORLD」上での本シリーズ紹介（http://www.fmworld.net/fmv/ce）
内の「仕様」ページ内「画面解像度・発色数一覧」をご覧ください。

※9 2台の液晶ディスプレイは、表示の色合いなどがそれぞれ異なる場合があります。※10無線LANで「なし」をご選択時のみ選択いただけます。※11グラフィックで「インテル®グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500」を選択時のみ選択いただけます。
※12 Officeで「なし」または、「Office Personal 2007（SP1）」をご選択ください。※13アプリケーションで「標準ソフトウェアセット」選択時のみ選択いただけます。※14 テレビの動作環境や、表示可能な解像度については、富士通製品情報ページ「FMWORLD」上での
本シリーズ製品紹介（http://www.fmworld.net/fmv/teo）をご覧ください。
＊1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上です。 

各機能の詳細については「FMV-DESKPOWER-TEO2008年　　 夏モデルカタログ」、「FMV-DESKPOWER EKシリーズ2008年夏モデルカタログ」、および富士通製品情報ページ「FMWORLD」（http://www.fmworld.net/fmv）をご覧ください。

選択可能なオプションは、他のオプション

の選択状況により異なります。

メモリ 2GB
（2GB×1）

4GB※1
（2GB×2） 

［デュアルチャネル対応］

3GB
（2GB+1GB）

1GB
 （512MB×2） 
［デュアルチャネル対応］

1GB
 （1GB×1） 

2GB
 （1GB×2） 

［デュアルチャネル対応］

2GB
 （1GB×2） 

［デュアルチャネル対応］

4GB※1※7
 （2GB×2） 

［デュアルチャネル対応］

4GB※1
 （2GB×2） 

［デュアルチャネル対応］

4GB
 （2GB×2） 

［デュアルチャネル対応］

2GB
 （1GB×2）

［デュアルチャネル対応］

 2GB（1GB×2）
 ［デュアルチャネル対応］

 4GB（2GB×2）
 ［デュアルチャネル対応］※1 2GB（2GB×1）  4GB（2GB×2） 

 ［デュアルチャネル対応］※1
3GB（2GB+1GB）

ディスプレイ
19型ワイド

スーパーファインVX液晶
（本体一体型）（1440×900］  19型ワイドスーパーファインVX液晶

×2台（DVIケーブル添付×1台、アナログ
ケーブル添付×1台、狭額縁）［1440×900］※9

 19型ワイドスーパーファイン
VX液晶（アナログケーブル添付、
狭額縁）［1440×900］

なし※8 19型ワイド
 スーパーファインVX液晶
（アナログケーブル添付、狭額縁）

［1440×900］

なし※8

19型ワイド
スーパーファインVX液晶

（DVIケーブル添付、狭額縁）
［1440×900］※14

なし※14
19型ワイド

スーパーファインVX液晶
 （本体一体型）［1440×900］

22型ワイド
スーパーファインVX液晶

 （本体一体型）［1680×1050］

16型ワイド
スーパーファインVX液晶 

（本体一体型）［1366×768］

グラフィック
モバイル インテル®

グラフィックス・メディア・アクセラレーター
X3100（オンボード）

インテル® グラフィックス・
メディア・アクセラレーター3100（オンボード）

インテル®グラフィックス・
メディア・アクセラレーター
   X3500（オンボード）

AMD社製 ATI Radeon™ HD3200（オンボード）
AMD社製 ATI Radeon™ 

HD 2400 Pro
（PCI Express ×16カード）※10

インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター
X3500（オンボード）

モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター
X3100（オンボード）

ハードディスク 約500GB約320GB約320GB約160GB 約160GB 約320GB 約500GB 約750GB 約1TB約320GB 約500GB約160GB 約250GB

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

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2層）書き込み対応）

スロットイン
Blu-ray Discドライブ

（スーパーマルチドライブ機能対応）

無線ＬＡＮ なし

ー

ー なし IEEE802.11b/g準拠IEEE802.11a/b/g準拠※11なし IEEE802.11b/g準拠なし IEEE802.11b/g準拠

TV機能 ー

ー

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン
（ダブル録画対応）

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン
 （ダブル録画対応）※4※5

地上デジタルハイビジョンー

キーボード ワイヤレス・キーボード ワイヤレス・キーボード PS/2キーボードPS/2キーボード フラットポイント付きワイヤレス・キーボード

マウス 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス（光学式）

カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載

j区分 0.00027（AAA） j区分 0.0021（AA）
LX/A70N

j区分 0.00093（AAA）
LX/A65N

j区分 0.00086（AAA）
LX/A50N

j区分 0.00093（AAA）
LX/A45N

j区分 0.00096（AAA）
CE/A90N

j区分 0.0004（AAA）
CE/A50N

j区分 0.0007（AAA）
CE/A40N

j区分 0.00067（AAA）
CE/A35N

j区分 0.0017（AA）
EK/A50N

j区分 0.00048（AAA）
EK/A30N

j区分 0.0012（AA）

カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載 カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載 カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載 カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載

横スクロール機能付ワイヤレス・マウス（光学式） 横スクロール機能付きUSBマウス（光学式）横スクロール機能付きUSBマウス（光学式） ワイヤレス・マウス（光学式）

FeliCa ーFeliCaポート添付（外付けUSB接続） ーーー ー

本体カラー ーー ーーピンクオパールスノーホワイト

 19型ワイドスーパーファイン
VX液晶（DVIケーブル添付、
狭額縁）［1440×900］

アプリケーション スリムソフトウェアセット※12 標準ソフトウェアセット



なし

0807

OS

CPU

メモリ

ハードディスク

ドライブ

無線ＬＡＮ

Felica

TV機能

インテル®ターボ・メモリー

グラフィック

Office

天板カラー「マイジャケ」

 外形寸法（幅×奥行×高さ・突起部含まず）

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（省エネ基準達成率）＊1（2007年度基準）

本体質量（各製品で、質量が異なる場合がございます。）

Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）

AMD社製 ATI Mobility RedeonTM HD 2600 モバイル インテル® グラフィックス・メディア・  アクセラレーター X3100（オンボード） モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100（オンボード）

インテル®
CoreTM2 Duo プロセッサー
T9300（2.50GHz）

2GB（1GB×2）
［デュアルチャネル対応］

4GB（2GB×2）
［デュアルチャネル対応］※1

2GB（1GB×2）
［デュアルチャネル対応］

4GB（2GB×2）
［デュアルチャネル対応］※1

2GB（1GB×2）
［デュアルチャネル対応］

4GB（2GB×2）
［デュアルチャネル対応］※1※7

2GB（1GB×2）
［デュアルチャネル対応］

2GB（1GB×2）
［デュアルチャネル対応］

4GB（2GB×2）
［デュアルチャネル対応］※1

4GB（2GB×2）
［デュアルチャネル対応］※1

Windows Vista® Home Premium with SP1  正規版

約160GB
（160GB×1）

約250GB
（250GB×1）

約320GB
（160GB×2）

約500GB
（250GB×2）

約120GB
（120GB×1）

約160GB
（160GB×1）

約250GB
（250GB×1）

約120GB
（120GB×1）

約160GB
（160GB×1）

約250GB
（250GB×1）

約120GB
（120GB×1）

約160GB
（160GB×1）

約320GB
（320GB×1）

約250GB
（250GB×1）

約120GB
（120GB×1）

約160GB
（160GB×1）

約320GB
（320GB×1）

約250GB
（250GB×1）

なし

1GB内蔵※5

なし

403×295×45.5mm

約4.8kg（最小構成時）

360×265×33.5～38.2mm

約2.9kg（最小構成時） 約2.8kg（最小構成時） 約1.67㎏（ドライブ非装着時） 約1.78㎏（ドライブ装着時） ※いずれも最小構成時 約1.88㎏（ドライブ非装着時） 約1.99㎏（ドライブ装着時） ※いずれも最小構成時

360×265×38.0～40.5mm 314×234×26.4～34.9mm316×235×24.3～34.0mm

Windows Vista® Home   Premium with SP1 正規版 Windows Vista® Home Premium
 with SP1 正規版

Windows Vista® Business
with SP1 正規版

Windows Vista® Home Premium
with SP1 正規版

Windows Vista® Business
with SP1 正規版

インテル®
CoreTM2 Duo プロセッサー
T8100（2.10GHz）

l区分 0.00032（AAA）     ＊2＊5

l区分 0.00038（AAA）     ＊2＊6

l区分 0.00028（AAA）     ＊3＊5

l区分 0.00033（AAA）     ＊3＊6

l区分 0.00027（AAA）     ＊4＊5

l区分 0.00032（AAA）     ＊4＊6

l区分 0.00062（AA）     ＊2

l区分 0.00054（AA）     ＊3

l区分 0.00052（AAA）     ＊4

l区分 0.00059（AA）     ＊2

l区分 0.00051（AAA）     ＊3

l区分 0.00049（AAA）     ＊4

l区分 0.00025（AAA）     ＊2

l区分 0.00022（AAA）     ＊3
  l区分 0.00067（AA）

l区分 0.00029（AAA）     ＊2＊5

l区分 0.00032（AAA）     ＊2＊6

l区分 0.00025（AAA）     ＊3＊5

l区分 0.00028（AAA）     ＊3＊6

l区分 0.00024（AAA）     ＊4＊5

l区分 0.00027（AAA）     ＊4＊6

インテル®
CoreTM2 Duo プロセッサー
T8300（2.40GHz）

インテル®
CoreTM2 Duo プロセッサー
T9300（2.50GHz）

インテル®
Celeron® プロセッサー
540（1.86GHz）※6

インテル® CoreTM2 
Duo プロセッサー
T8100（2.10GHz）

インテル® CoreTM2 
Duo プロセッサー
T8300（2.40GHz）

インテル® CoreTM2 
Duo プロセッサー
T9300（2.50GHz）

インテル® Celeron® 
プロセッサー 550
（2GHz）※8

インテル® CoreTM2
Duo プロセッサー
T8100（2.10GHz）

インテル® CoreTM2 
Duo プロセッサー
T8300（2.40GHz）

インテル® CoreTM2 
Duo プロセッサー
T9300（2.50GHz）

インテル®
CoreTM2 Duo プロセッサー
T8100（2.10GHz）

インテル®
CoreTM2 Duo プロセッサー
T8300（2.40GHz）

インテル®
CoreTM2 Duo プロセッサー
T8100（2.10GHz）

インテル®
CoreTM2 Duo プロセッサー
T8300（2.40GHz）

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）［着脱式］

IEEE802.11a/b/g準拠※3 IEEE802.11nドラフト
2.0/a/b/g準拠

IEEE802.11a/b/g準拠※3 IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠 なし IEEE802.11b/g準拠 IEEE802.11a/b/g準拠※3 IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠 なし IEEE802.11b/g
準拠

IEEE802.11a/b/g
準拠※3※9

IEEE802.11nドラフト
2.0/a/b/g準拠※9

なし なし

ミルキーピンク
（光沢）

エレガントゴールド
（光沢）

ブラックパターン
（光沢）

クリムゾン
（光沢）

サザンブルー
（光沢）

Office Personal 2007（SP1）Office Personal 2007（SP1）

ー

NX/A90ND・A90N NF/A50N・NF/A40N MG/A75N MG/A70N・MG/A50NNF/A75ND・NF/A70N

15.4型
WIDE

NX SERIES NF SERIES MG SERIES

グラフィック性能に優れたハイスペックAVノート エンターテインメントがつまったスタイリッシュなスリムノート

Blu-ray Discドライブを標準搭載 地上デジタルハイビジョン放送
対応を視聴・録画可能

複数のソフトウェアの同時利用も
スムーズに。インテル® CoreTM2
Duo プロセッサー搭載可能

大きな14.1型ワイド液晶の
高性能モデル

エントリータイプの
13.3型ワイドノート

ー

ー

ー

ー

Office Personal
2007（SP1）

Office Personal 2007 with
PowerPoint® 2007（SP1）

ー FeliCaポート搭載

地上デジタルハイビジョン＆地上アナログ高画質※4

なし

スリムソフトウェアセット 標準ソフトウェアセット

あり※5

地上デジタルハイビジョン※4

BIBLO

シリーズ

■大容量500GB（250GB×2）ディスクを選択可能。

WEB限定!

■WEB限定カラーを含む12パターンのカラーバリエーションから選択可能。 
■IEEE802.11nドラフト2.0準拠の無線LANを選択可能。

WEB限定!

■搭載メモリ容量やソフトウェアを用途に合わせて選択可能。
■PowerPoint® 2007を搭載可能。

WEB限定!

■OSは、Windows Vista® Businessを選択可能。

WEB限定!

■OSは、Windows Vista® Businessを選択可能。

WEB限定!

本体・天板カラー

アプリケーション

カメラ

ー

カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載 カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載 カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載

ー

ー

ー

ーー

Office Personal 2007
with PowerPoint® 2007（SP1）なし

Office Personal 2007
with PowerPoint® 2007（SP1）なし

各機能の詳細については「FMV-BIBLO2008年夏モデルカタログ」、および富士通製品情報ページ「FMWORLD」（http://www.fmworld.net/fmv）をご覧ください。

※1 OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。 ※2 スーパーファインDXⅡ液晶はテレビに匹敵する色彩表現範囲を実現し、格段に明るい映像を表現します。※3「無線LAN（IEEE802.11a/b/g準
拠）」選択時のみ、インテル®Centrino®プロセッサー・テクノロジーに対応します。※4「FMV-BIBLO 2008年夏モデルカタログ」25ページの「地上デジタル放送対応モデルご購入前のご注意」を必ずご覧
ください。※5 TV機能で「なし」をご選択時のみ選択いただけます。 ※6 メモリで「2GB（1GB×2）」をご選択時のみ選択いただけます。※7 CPUで「インテル® CoreTM2Duo T8100（2.10GHz）」または「イ
ンテル®  CoreTM 2Duo T8300（2.40GHz）」をご選択時のみ選択いただけます。※8 「インテル®  Celeron®  プロセッサー 550」を選択する場合は、メモリで「2GB（1GB×2）」をご選択ください。※9 「無線
LAN （IEEE802.11a/b/g準拠）」または「IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g」を選択する場合は、CPUで「インテル®  CoreTM2 Duo プロセッサー T8100/T8300/T9300」をご選択ください。

軽さと頑丈さを両立させた大画面モバイル

17型
WIDE 15.4型

WIDE

14.1型
WIDE

13.3型
WIDE

選択可能なオプションは、他のオプション

の選択状況により異なります。

ディスプレイ 17型ワイドスーパーファインDXⅡ液晶［1440×900］※2 15.4型ワイド
スーパーファイン液晶［1280×800］

15.4型ワイド
スーパーファインDXⅡ液晶［1280×800］※2

15.4型ワイドスーパーファイン液晶［1280×800］ 13.3型ワイドスーパーファイン液晶［1280×800］14.1型ワイドスーパーファイン液晶（LEDバックライト）［1280×800］ 

ベイオプション ー なし 増設用内臓バッテリユニット［着脱式］ なし 増設用内臓バッテリユニット［着脱式］

マウス なし
横スクロール機能付

USBマウス（光学式）（黒）

なし 1GB内蔵

横スクロール機能付
USBマウス（光学式）（黒）

横スクロール機能付
USBマウス（光学式）（白）※5

なし なし
横スクロール機能付
USBマウス（光学式）（白）

横スクロール機能付
USBマウス（光学式）（黒）

横スクロール機能付
USBマウス（光学式）（白）

なし
横スクロール機能付
USBマウス（光学式）（黒）

横スクロール機能付
USBマウス（光学式）（白）

なし

キーボード テンキー搭載キーボード（108キー） テンキー搭載キーボード（103キー） 標準キーボード（87キー） 標準キーボード（86キー）

ヴィーナス・ホワイトノースブラック シネマブラック レザーホワイト ヴィーナス・ホワイトヴィーナス・ホワイト※5 ダイアモンドブラック

ー

ー

シネマブラック

なしなし

＊1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上です。
＊2インテル®  CoreTM2 Duo プロセッサー T8100を選択した場合。＊3 インテル®  CoreTM2 Duo プロセッサー T8300を選択した場合。＊4 インテル®  CoreTM2 Duo プロセッサー T9300を選択した場合。＊5 スーパーファイン液晶を選択した場合。＊6 スーパーファ
インDXⅡ液晶を選択した場合。

NX/A90ND NX/90N NF/A75ND NF/A70N NF/A50N NF/A40N MG/A75N

l区分 0.00030（AAA）     ＊2

l区分 0.00027（AAA）     ＊3

l区分 0.00026（AAA）     ＊4

MG/A70N

l区分 0.00030（AAA）     ＊2

l区分 0.00027（AAA）     ＊3

l区分 0.00026（AAA）     ＊4

MG/A50N

l区分 0.00060（AA）



8.9型
WIDE

LOOX P/A70N

約40GB

なし※3なし※8

フラッシュメモリディスク

約64GB

Office Personal 
2007（SP1）

Windows Vista® Home Premium 正規版 Windows® XP Professional 正規版 Windows Vista® Home Premium
with SP1 正規版

インテル® プロセッサー A110（800MHz）

CD-RW/
DVD-ROM

（外付けUSB接続）

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2層）

書き込み対応）
（外付けUSB接続）

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2層）書き込み対応） 
［外付けUSB接続］

ー

なし

なし

ポートリプリケータ添付なし ポートリプリケータ添付 なし ポートリプリケータ添付

スタンダードセット
（Officeなし）※10

Office Personal 
2007セット

スタンダードセット
（Officeなし）※10

Office Personal
2007セット

171～185×133×27.0～32.0mm（内蔵バッテリパック装着時）
171～185×154×27.0～32.0mm（内蔵バッテリパック（L）装着時）

約630g（内蔵バッテリパック装着時）
約735g（内蔵バッテリパック（L）装着時）

※いずれも最小構成時

約555g
（テレビチューナなし、約64GBフラッシュメモリディスク、

内蔵バッテリパック、無線LANなし、選択時）

約704g
（テレビチューナー搭載、約40GB/約60GBハードディスクドライブ、

内蔵バッテリパック（L）、無線LAN搭載、選択時）

171×133×26.5～32.0mm（内蔵バッテリパック装着時）
171×154×26.5～32.0mm（内蔵バッテリパック（L）装着時）

171×133×26.5～32.0mm（内蔵バッテリパック装着時）
171×154×26.5～32.0mm（内蔵バッテリパック（L）装着時）

約580g（内蔵バッテリパック装着時）
約685g（内蔵バッテリパック（L）装着時）

※いずれも最小構成時

約960g（内蔵バッテリパック・フラッシュメモリディスク装着時）
約985g（内蔵バッテリパック・HDD装着時）
約1.15kg（内蔵バッテリパック（L）・HDD装着時）

※いずれも最小構成時

インテル® Core™2 Duoプロセッサー
   超低電圧版 U7600（1.20GHz）  

約60GB 約100GB

ー FOMA® HIGH-SPEED対応（受信最大3.6Mbps）※7 ー ー

内蔵

IEEE802.11a/b/g準拠 IEEE802.11a/b/g準拠

232×167×34.5mm（内蔵バッテリパック装着時）
232×186×34.5mm（内蔵バッテリパック（L）装着時）

5.6型
WIDE

LOOX U50XN

5.6型
WIDE

LOOX U50XNX

5.6型
WIDE

LOOX U50WN

手で持ちながら操作できるウルトラモバイルPC
シーンにあわせて利用スタイルを
選べるモバイルタブレットPC

ー なし ワンセグチューナー内蔵※9

ー Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵

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 内蔵バッテリパック（L）

■FOMA® HIGH-SPEEDに
　接続可能なモデル。

WEB限定!

■Windows® XP Professional
　搭載のモデル。

WEB限定!
■画面上から操作できる
　タッチパネル液晶搭載。
■見やすいLCDを搭載。
■フラッシュメモリディスク搭載を選択可能。

WEB限定!

■好みにあわせて選べる
　多彩な本体カラー全4色。
■フラッシュメモリディスク搭載を
　選択可能。

WEB限定!

ジュピター
グレー

アナダイズ
メタリック

ダイアモンドブラック（光沢） レザーホワイト

なし※8
CD-RW/
DVD-ROM

（外付けUSB接続）

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2層）

書き込み対応）
（外付けUSB接続）

なし 無線LAN（IEEE802.11a/b/g準拠）

なし ワンセグチューナー内蔵※9

内蔵バッテリパック 内蔵バッテリパック（L）

セルリアン
ブルー（光沢）

ダイアモンド
ブラック（光沢）

レザー
ホワイト

ラズベリー
（光沢）

約30GB 約40GB

なし※8

スーパーマルチドライブ
（DVD±R DL（2層）

書き込み対応）
（外付けUSB接続）

CD-RW/
DVD-ROM

（外付けUSB接続）

なし ポートリプリケータ添付

スタンダードセット
（Officeなし）※10

Office Personal
2007セット

なし 無線LAN（IEEE802.11a/b/g準拠）

内蔵バッテリパック 内蔵バッテリパック（L）

5.6型 ワイドスーパーファイン液晶（1024×600）（LEDバックライト・タッチパネル） 8.9型ワイドノングレア液晶
（LEDバックライト・タッチパネル式）［1280×768］   

ー ー

1GB
（1GB×1）

2GB
（2GB×1）

1GB（オンボード） 512MB
（オンボード）

1GB
（オンボード）

フラッシュメモリディスク

約64GB約60GB約40GB

LOOX U SERIES LOOX P SERIES
WEB限定
モデル

なし※3※4

なし

インテル® Core™2 Duo プロセッサー低電圧版 SL7100（1.20GHz）  

Windows Vista® Home Premium
with SP1 正規版

Windows Vista® Business
with SP1 正規版（Windows® XP 
Professional ダウングレード権含む）※1

Windows Vista® Business with SP1 正規版
（Windows® XP Professional ダウングレード権含む）※1

約120GB 約160GB 約250GB

なし

IEEE802.11a/b/g準拠※5

ー

内蔵

内蔵バッテリパック 内蔵バッテリパック（L）

なし ポートリプリケータ添付 なし

グロスブラック（光沢）グロス
ブラック
（光沢）

クリムゾン
（光沢）

ミニチュア
ダックス
（光沢）

ターコイズ
ブルー

ピンク
ゴールド

ブルー
グラデーション
（光沢）

マルチ
ストライプ
（光沢）

ポートリプリケータ添付

IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠※6 IEEE802.11a/b/g準拠※5 IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠

Office Personal 2007 
with PowerPoint® 2007（SP1）

なし Office Personal 2007 
with PowerPoint® 2007（SP1）

274～280×207×27.3～37.4mm

約1.06kg（内蔵バッテリパック装着時）
約1.15kg（内蔵バッテリパック（L）装着時）

※いずれも最小構成時

約1.24kg（内蔵バッテリパック装着時）
約1.33kg（内蔵バッテリパック（L）装着時）

※いずれも最小構成時

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

FOMA® HIGH-SPEED対応（受信最大7.2Mbps）※7

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵

LOOX R/A70N

LOOX R SERIES

ユーザビリティを追及したビジネスモバイル

軽さ・強さ・使いやすさを兼ね備えた
12.1型ビジネスノート

  LOOX R/A70N
（「HIGH-SPEED」対応モデル）

■WEB限定色3色を含む計4色、
　WEB限定デザイン3パターンから選択可能。
■フラッシュメモリディスク搭載を選択可能。

WEB限定!

■FOMA® HIGH-SPEEDに接続可能な無線WANを搭載。

WEB限定!

1009

OS

CPU

ハードディスク

ドライブ

モデム

ポートリプリケータ

Office

 外形寸法（幅×奥行×高さ・突起部含まず）

本体質量
（各製品で、質量が異なる場合がございます。）

フラッシュメモリディスク

約64GB
フラッシュメモリディスク

約64GB約120GB 約160GB 約250GB

無線WAN

無線ＬＡＮ

TV機能

Bluetooth

バッテリー

※1Windows® XP Professionalダウングレード用にリカバリディスクを添付。ダウングレードをご利用になる場合はこちらをご確認下さい。（http://azby.fmworld.net/support/xpdg/）※2 OSが使用可
能な領域は最大約3GBになります。※3「Windows® XP Professional ダウングレード用リカバリディスク」または「Windows Vista® Business リカバリディスク」または、「アプリケーションディスク」を使
用するにはドライブが必要となりますので、ご注意ください。※4無線LANで「無線LAN（IEEE802.11a/b/g準拠）」をご選択時のみ選択いただけます。※5「無線LAN（IEEE802.11a/b/g準拠）」選択時の
み、インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジーに対応します。※6 ドライブで「スーパーマルチドライブ」をご選択時のみ選択いただけます。 ※7 FOMA® HIGH-SPEEDは株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ（NTTドコモ）のサービスです。ご利用いただくには、NTTドコモ及びFOMA® HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。また、FOMA® HIGH-SPEEDエリア内での通信速度
は、通信環境や混雑状況により変化する可能性があります。 ※8 「リカバリディスク」または、「アプリケーションディスク」を使用するにはドライブが必要になりますので、ご注意ください。

※9「FMV-BIBLO 2008年夏モデルカタログ」25ページの「ワンセグ放送対応モデルご購入前のご注意」を必ずご覧ください。※10スタンダードセット（Officeなし）には、Microsoft® Office Personal 2007が搭載されていません。
＊1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上 200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上です。

各機能の詳細については「FMV-BIBLO2008年夏モデルカタログ」、および富士通製品情報ページ「FMWORLD」（http://www.fmworld.net/fmv）をご覧ください。

本体・天板カラー

BIBLO

シリーズ

12.1型ワイドノングレア液晶
（LEDバックライト）［1280×800］  

12.1型ワイドスーパーファイン液晶
 （LEDバックライト）［1280×800］

12.1型ワイドノングレア液晶
（LEDバックライト）［1280×800］  

12.1型ワイドスーパーファイン液晶
 （LEDバックライト）［1280×800］

ディスプレイ

ーインテル® ターボ・メモリー

メモリ 2GB（1GB×2）
 ［デュアルチャネル対応］

4GB（2GB×2）
 ［デュアルチャネル対応］※2

2GB（1GB×2）
 ［デュアルチャネル対応］

4GB（2GB×2）
 ［デュアルチャネル対応］※2

内蔵バッテリパック 内蔵バッテリパック（L）

12.1型
WIDE

12.1型
WIDE

選択可能なオプションは、他のオプション

の選択状況により異なります。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（省エネ基準達成率）＊1（2007年度基準）

l区分 0.00024（AAA）l区分 0.00028（AAA） l区分 0.0017（A） l区分 0.0017（A）

外出先でも高速な通信で
インターネットやメールもスムーズ

m区分 0.00012（A）      メモリ512MB選択時

l区分 0.00012（AA）    メモリ1GB選択時

超小型ボディーで指でも
ペンでも操作できる
5.6型ワイドのタッチ
パネル液晶搭載

外出先でも高速な
通信でインターネットや
メールもスムーズ

超小型ボディーで指でも
ペンでも操作できる
5.6型ワイドのタッチ
パネル液晶搭載

フレキシブルに活躍する
8.9型タブレットPC
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