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富士通がおすすめする�
Windows Vista® Home Premium



富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」を
ご覧ください。（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/）�

■環境への取り組み�

J-Moss�
グリーンマーク�

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008
に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・
水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・
PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）
の含有マークの表示が必要ない製品に表示で
きるマークです。カタログ掲載の製品は、J-Moss
グリーンマークに対応しています。J-Mossの
詳細は、http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html�
をご参照ください。�

＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーン
マーク製品の詳細情報は、�
   http://www.fmworld.net/fmv/jmoss/を�
   ご覧ください。�

このマークが付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。詳しくは、下記のホーム
ページをご覧ください。�

PCリサイクル�

■お申し込み�
http://azby.fmworld.net/recycle/
■お問い合わせ�
03-5715-3140�
（受付時間 9：00～17：00、土・日・祝日を除く）�

富士通パソコンリサイクル�
受付センター�

リサイクル�

■各部名称�

①ラインアウト端子 ②ラインイン端子 ③外部ディスプレイ（アナログRGB）端
子 ④USBコネクター ⑤ブロードバンド・ポート（LAN） ⑥PS/２キーボード端子 
⑦マイク端子 ⑧ヘッドホン端子 ⑨電源ボタン�

■外形寸法�

213mm

390mm

445mm

234mm

〈右側面〉�

〈本体前面〉�

⑦�⑧� ⑨�⑤�

③�

②�
①�

④�

⑥�

自由にレイアウトできる�
省スペース設計�

奥行き213mmのスリムボディーで、机の上がすっきり使えます。
また、パソコンが発する熱を逃がす排気口は上向きに設け、
電源ケーブルの差し込み口はL字になっているので、壁際でも
部屋の角でも、設置場所を選ばずにご使用できます。�

狭いスペースでもレイアウト自由自在�

電源、キーボード、マウスの3本のケーブルを接続するだけで
パソコンを使い始められます。�

接続がかんたん�

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　

快適で使いやすい�
充実の基本性能�

コンパクトなボディに大容量約320ＧＢのハードディスクドライブ
を搭載。写真や音楽データをたくさん保存できます。�

コンパクトボディに大容量ハードディスクを搭載�

1000BASE-Tに対応した、ブロードバンド・ポート（LAN）により
高速通信が可能です。�

Eメールやインターネットが快適�

「Windows Vista®  Premium ロゴ」を取得�

19型ワイドの大画面に、立体感のある発色であざやかな
映像を表現する「スーパーファインVX液晶」を搭載。さらに、
ワイド画面なのでサイドバーを表示しながら、Eメールとインター
ネットの2つのソフトを起動しても、画面を広く快適にご使用
できます。�

大画面であざやかな映像を表現する�
「スーパーファインVX液晶」�

見やすい角度に調節できる�
「スイーベル＆チルト機能」�

画面の角度を調節できる「スイーベル＆チルト機能」搭載。
ご利用環境に合わせて、ベストポジションに画面を調節でき
ます。�

左右各80。�

後ろに15。�

スイーベル機能� チルト機能�

デザイン�デザイン� 機 能�機 能�

詳しくは、ホームページへ　 www.fmworld.net/fmv/ek/

HDD DVDLCD ソフト�CPU メモリ�OS

インテル®

Celeron® 

プロセッサー�
540

1GB�
デュアルチャネル�

対応�

Windows Vista®

Home Premium �
with SP1�
正規版�

19型ワイド�
スーパーファイン�
VX液晶�

Office�
Personal�
2007（SP1）�

スーパー�
マルチ�
ドライブ�

約320GB

使いやすさ、優れたパフォーマンス、および
強化されたセキュリティを考慮して設計さ
れた、「Windows Vista® 

  
Premium ロゴ」

を取得しています。�

＊画面はハメコミ合成です。 ＊データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複
製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。 ＊パソコンで作成したDVDは、ご
使用のDVDプレーヤー、DVD記録媒体または記録状態などによって再生できない場合があります。�

24時間�
365日�

上向き�
排気口�

L字型�
電源ケーブル�

213mm 〈ノーマル液晶〉�
Eメールとインターネットの同時利用も快適�

〈スーパーファインVX液晶〉�
＊効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。�

Eメール� インターネット�サイドバー�

19型ワイド�19型ワイド�

19型�
ワイド�

�



ワープロ/表計算/Eメールの統合ソフトウェア�
「Microsoft®  

  
Office Personal 2007（SP1）」を搭載しています。�

快適さをプラスした一体型PC。�

ソフトウェアが豊富で�
すぐに使える�

安心して使える�
多彩なサポート�

表示画面を見やすく拡大できる「らくらくズーム」�

ソフト�
ウェア�
ソフト�
ウェア�便 利�便 利�

「Windows Vista® Home Premium �
  with Service Pack1 正規版」搭載 

「メディアオンライン」や「Windows®Aero
TM   

       インター
フェース」をはじめとする豊富な機能をもった
「Windows V i s t a

®  
  Home

 
Prem ium

 
w i t h  

SP1 正規版」を搭載。高速データ転送を可能にするデュアル
チャネル対応の大容量1GBメモリで快適に利用できます。�

Eメール・インターネットの設定や、追加したソフトウェアを
まるごと保存することができます。万が一、調子が悪くなった
時でも、事前に作成したディスクイメージで、保存した時の
利用環境に復元できます。さらに、ご購入時の状態に戻す
こともできます。�

利用環境をまるごと保存・復元�
できる「マイリカバリ」�

＊ システムメンテナンスのため、サービスを休止する場合があります。またサービス内容により、
　受付・回答時間が異なる場合があります。�
＊ 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/）�

＊�
�
＊�
�
＊�

OSやソフトウェアでの不具合の場合のみ利用できます。ハードディスクなどハードウェア    
の物理的な不具合や故障の場合は、別途修理が必要となります。�
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。�
「リカバリディスク」は標準添付していませんので、あらかじめハードディスク内に保存されて
いるリカバリ用データを、市販のDVDディスク（DVD-R（片面1層）のみ対応）に保存し
ておくことをおすすめします。万が一、リカバリデータを破損、および誤って消去した場合は、
お問い合わせ窓口（0120-950-222）にご相談ください。�

「24時間365日」対応の安心サポート�
操作方法など困った時に、ＦＭＶなら夜中でも
休日でも、24時間365日、「電話相談」や「メー
ル相談」「WEBサポート」など、お客様に合
わせたサポートメニューをご用意しています。�

24時間時間�
365日�

24時間�
365日�

「Microsoft® Office Personal 2007 �
  Service Pack 1」�キーボードにあるワンタッチボタンの「ズーム」ボタンを

押せば、レイアウトをくずさずに見やすく拡大できます。�

EメールやOff iceデータ、思い出の写真
や音楽データなどを古いパソコン※1  から
簡単操作で新しいパソコンに移行して、
同じ環境で使い始められます。※2  �
※1 OSが「Windows® XP」、「Windows Vista®」の場合。�
※2 本ソフトウェアは、お客様のご利用状況によっては正しく動作しない場合があります。�

＊ すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像や 
　 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。�

使いなれたパソコン環境を�
かんたんに移行できる「PC乗換ガイド」�

ウイルス対策ができる「Norton Internet  
SecurityTM   2008」

※3
  や「ウイルスバスター

TM
    

2008」※3  、有害サイトへのアクセスを制限で
きる「i-フィルター®  

   
4」※4  などのセキュリティ

対策ソフトを標準添付しています。�

※3�
�
�
※4

無償サポートと無償アップデート期間は、使用開始から90日間です。�
ご利用いただけるセキュリティソフトは、「Norton Internet SecurityTM 2008」か�
「ウイルスバスターTM 2008」のいずれか1つになります。�
無償サポートと無償アップデート期間は、使用開始から30日間です。�

安心してインターネットを楽しめる�
「セキュリティ対策ソフト」�

19型ワイド�

富士通がおすすめする�
Windows Vista® Home Premium

万が一、�
調子が悪くなったら…。�

「もどす」ボタンを押せば�

ハードディスク内の�
リカバリ用データを利用�

調子が良いときに�
保存した状態に！�

ご購入時の�
状態に戻せる。�

C�
D



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. Repair and technical support requests are accepted only in Japan.

■DVD/CDドライブ仕様一覧�

＊ DVDソフトによっては再生できない場合があります。 ＊ ディスクによってはご利用になれない場合もあります。 ＊ 読み出し、書き込み速度は、ディスクや動作環境
によって異なる場合があります。  ＊ 書き込み、書き換え速度は、ドライブの性能値です。  ＊ 書き込み。書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応
ディスクは販売されていない場合があります。＊ DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。 ＊ 同じ機種の場合でも、媒
体の装着方式が異なる場合があります。 ＊ Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。 ＊ 8cmのCDまたは、12cmのDVD/CDがお使いになれます。�

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

読み出し可能DVD
●DVD-ROM�
●DVD-R（3.95GB/4.7GB） ●DVD-R DL（2層）（8.5GB） ●DVD-RW（4.7GB）�
●DVD+R（4.7GB） ●DVD+R DL（2層）（8.5GB） ●DVD+RW（4.7GB） ●DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）�

書き込み可能DVD ●DVD-R（4.7GB for General） ●DVD-R DL（2層）（8.5GB） ●DVD-RW（4.7GB）�
●DVD+R（4.7GB） ●DVD+R DL（2層）（8.5GB） ●DVD+RW（4.7GB） ●DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）�

読み出し速度�

●CD：最大24倍速 ●CD-R：最大24倍速 ●CD-RW：最大24倍速�
●DVD-ROM：最大8倍速�
●DVD-R：最大8倍速 ●DVD-R DL（2層）：最大6倍速 ●DVD-RW：最大6倍速�
●DVD+R：最大8倍速 ●DVD+R DL（2層）：最大6倍速 ●DVD+RW：最大8倍速 ●DVD-RAM：最大5倍速�

書き込み／書き換え速度�

●CD-R：最大24倍速 ●CD-RW：最大10倍速�
●DVD-R：最大8倍速 ●DVD-R DL(2層)：最大4倍速 ●DVD-RW：最大6倍速�
●DVD+R：最大8倍速 ●DVD+R DL（2層）：最大4倍速 ●DVD+RW：最大8倍速 ●DVD-RAM：最大5倍速�
バッファアンダーランエラー防止機能�

■ハードウェア仕様一覧�
品名�
型名�
基本OS（＊1）�

FMVEKA30
FMV-DESKPOWER EK/A30

Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版�

CPU
インテル® Celeron® プロセッサー 540

動作周波数  1.86GHz
セキュリティ機能�

キャッシュメモリ�
1次�
2次� 1MB（CPU内蔵）�

システムバス� 533MHz
チップセット�

メインメモリ（＊3）�
標準容量�

1GB（512MB×2）�
（デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応）（ビデオメモリと共用）（＊4）�

スロット数［空き］� 2［0］�
最大容量�

表
示
機
能�

ディスプレイ�
特長 
表示寸法（幅×高さ）�
画素ピッチ�
表示解像度�

グラフィック・アクセラレーター 
ビデオメモリ�
最大表示色�

フロッピーディスクドライブ�

ハードディスク�
ドライブ（＊10）�

DVD/CD ドライブ （別表参照）�
オーディオ機能�
スピーカー�

通信�
機能�

モデム�

空き容量（＊11）�

LAN

インター�
フェース�

USB
ディスプレイ�
キーボード/マウス（PS/2）�
LAN（RJ45）�
オーディオ入力�
オーディオ出力 

ベイ� 内蔵3.5"ベイ［空き］�
5"ベイ［空き］�

入力�
装置�

キーボード�
マウス�

入力コンセント�
電源 ・周波数�

消費�
電力�

通常消費電力（＊17）／最大消費電力� 約70W／129W
待機時消費電力（スリープ時／休止時） 

省エネ法に基づくエネルギー消費効率（＊18）（2007年度基準） ｊ区分 0.0012（省エネ基準達成率：AA）�
外形寸法（幅×奥行×高さ） （突起部含まず）�
本体質量�

温湿度条件�

サポートOS （＊1）（＊19）�
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、�
Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版�

32KB命令+32KBデータ（CPU内蔵）�

約270GB

約3W／約3W

主な添付品 

CPUウイルス防止機能（＊2）�

モバイル インテル® GL960 Express チップセット�

2GB（＊5）�
19型ワイド液晶（本体に内蔵）�
高色純度・高速応答・高解像度（スーパーファインVX液晶）�
409×256mm
0.284mm
1440×900ドット/1024×768ドット/800×600ドット�
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（＊6）�
最大251MB（メインメモリと共用）（＊7）�
フルカラー1677万色（＊8）�
オプション（外付け、別売）（＊9）�
約320GB（シリアル ATA/150、7200回転/分）�

スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（2層）書き込み対応）�
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック�
ステレオスピーカー（本体内蔵）�

―�
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応�

USB2.0準拠（＊12）コネクタ－4ピン×4（右）（＊13）�
PCカード� ―�

アナログRGB端子（ミニD-SUB15ピン）（＊14）�
PS/2準拠ミニDIN6ピン（キーボード用）�
LANポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）�
●マイク端子 ●ラインイン端子�
●ヘッドホン端子  ●ラインアウト端子 
1［0］：標準搭載のハードディスクドライブ専用�
1［0］：標準搭載のスーパーマルチドライブ専用�
ワンタッチボタン付コンパクトキーボード（105キー、PS/2インターフェース）�
横スクロール機能付USBマウス（光学式）（400CPI、USBインターフェース）（＊15）�
平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）�
AC100V・50/60Hz（＊16）�

445×213×390mm
約11.9kg

温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時）　温度-10～60℃／湿度20～90%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）�

●アプリケーションディスク  ●電源ケーブル  ●マニュアル類  ●保証書�

安全に関するご注意�
●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。�

水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。�

■商標について�
●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel 
Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Officeロゴ、Excel、Outlook、Windows Vista、Aero、
Internet Explorer、Windows Media、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴは､米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ
る登録商標または商標です。●i-フィルターはデジタルアーツ株式会社の商標です。●AzbyClubは富士通株式会社の商標です。●その他の
名称については､一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。�

◎製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）�
■カタログについてのご注意�
●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品､画面とはデザインなどにおいて異なることが
あります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の
都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●本カタログに記載の製品のディスク容量は､1MB=10002byte、1GB=10003�
byte換算値です｡1MB=10242 byte、1GB=1024

3
�byte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。●フロッピー

ディスクは、フォーマットした環境（メーカー、機種、ソフト）が違うと、データを読み書きできないことがあります。●プレインストール／添付ソフトのバージョ
ン／レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プレインストール／添付ソフトは、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／添付ソフトのマニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。�
■製品のご使用について�
●Windows Vista用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフ
トウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●オプション機器ご購入の際には､富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「FMVシリー
ズ システム構成図」を参照し､接続をご確認したうえでお買い求めください。●本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）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。海外での保守サー
ビスおよび技術サポートは行っておりません。●誤操作や故障などにより、パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない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。●「マイリカバリ」「FMかんたんバックアップ」「かんたんバックアップレスキュー」「PC乗換ガイド」では、
すべてのデータの保存/復元/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や音楽などは保存/復元/移行/利用できない場合があ
ります。●「WinDVD®」で動画を再生している際、他のソフトウェアの動作状態によっては動画がスムーズに再生されない場合があります。●本カタログに記載の
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の保証はされません。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。●本製品は、品薄、品切れになる場合もあります。ご購入の際には、販売店などにご確認のうえ、お選びください。●液晶ディスプレ
イは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合が
あります。●本製品を台の上に置く場合は、本製品の底面よりも広く水平であること、本製品の重量に耐えられるものであることをあらかじめご確認く
ださい。本製品の底面よりも小さい台に乗せますと、転倒のおそれがあり危険です。●設置の際は、マニュアルの設置方法をご参照ください。●液晶
ディスプレイ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
らは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。（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、表示可能なドット数の割合」を示しています。）交換・返品はお受けいたしかねます。
●本製品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDD等）が含まれています。有寿命部品の交換の時期の目安は、使用頻度や使用環境等に
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、長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合がありま
す。詳しくは、http://www.fmworld.net/support/hosyo/index.htmlをご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっ
ておりません。●本カタログ掲載製品の価格には配送・設置・アンテナ工事・その他付帯工事・インストール・操作指導などの費用は含まれておりま
せん｡●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）の最低保有期間は、製造終了
後6年間です。●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。
●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－ザ－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。�

■ハードウェア仕様一覧の注意事項�
＊1 日本語32ビット版。 ＊2 バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めています。 ＊3 パリティチェック機能はありません。メインメモリ
を増設する際は、当社純正のPC2-5300対応（DDR2）メモリ（別売）を同一容量で2枚搭載することによりデュアルチャネルとして動作します。 ＊4 メインメモリはPC2-
5300ですが、PC2-4200として動作します。 ＊5 最大メモリ容量にする場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外す必要があります。その場合、PC2-
5300対応（DDR2）メモリ1GBを2枚組みで搭載してください。 ＊6 チップセットに内蔵されています。 ＊7 Intel® Dynamic Video Memory Technology（Intel® DVMT）に
より、パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。メインメモリ2GB搭載時は最大358MBです。 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。 ＊8 グラフィック・アクセラレーターの出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって擬似的に表示されま
す。 ＊9 周辺機器によっては､添付のドライバなどがフロッピー媒体で提供されている場合があります。その際は､外付けオプションのフロッピーディスクドライブユニット（USB）
が必要となります。内蔵はできません。 ＊10 「NTFS」を採用しています。また、Windows RE領域、Cドライブ、Dドライブのパーティションに分かれており、Windows RE領
域に約1GB、リカバリ領域として約12GB、Cドライブには約50GBを、Dドライブには残りを割り付けています。 ＊11 初回起動時に「必ず実行してください」を実行後の
Windows® システムから認識される容量です。 ＊12 USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するには、USB2.0対応の周辺機器が必要です。また、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。 ＊13 うち1ポートをUSBマウスにより占有します。 ＊14 外部ディスプレイに表示可能な解像度は1920×1200ド
ット/1600×1200ドット/1680×1050ドット/1440×900ドット/1360×768ドット/1280×1024ドット/1024×768ドット/800×600ドットとなります。ただし、接続モニタが非対応の
解像度に関しては、画面が中央に表示されない場合があります。 ＊15 操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は、使用するソフト
ウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 ＊16 矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用AC電源等）に接続されると、故障する
場合があります。 ＊17 出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。 ＊18 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。 ＊19 富士通は、本製品で『サポートOS』を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供します。�
注1 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2 ディスプレイのサイズは、同サイズでも製品によって
表示領域が若干異なります。 注3 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。�

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】�

FMV-DESKPOWER/TEO�
2008年 夏モデル�
カタログ�

FMV-BIBLO�
2008年 夏モデル�
カタログ�

関連カタログのご紹介�

※1 事前にAzbyClubへの入会（FMVユーザー登録）が必要です。
ご購入はインターネットでの手続きとなります。詳細は、マイページ内
の「優待販売」（http://azby.fmworld.net/shopping/）にてご確認
ください。※2 2008年11月1日以降は、通常会員価格5,229円（税
抜 4,980円）でのご提供となります。※3 価格は送料別です。 

＜2008年10月31日お申し込み分まで＞�
http://azby.fmworld.net/shopping/

2,980円（税抜 2,839 円）※3でご提供中！�会員特別価格※2

FDDユニット�

会員限定キャンペーン実施中！※1

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。�

注意：電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけ�
くださるようお願いいたします。�

◎出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ�
　 PC家庭教師 0120-37-2794

◎富士通オープンカレッジに関するお問合せ�
　事務局 0120 - 559 - 506

◎富士通マイゼミナールに関するお問合せ�
�　東京（03）3255-4711　 横浜（045）224-2835�
　名古屋（052）239-1181　 大阪（06）6949-4137�
　福岡　0120 - 42 - 0103　 札幌（011）221-0314�
　仙台（022）267-5011　 大宮　0120-88- 2982�
　広島（082）567-7201　 高松（087）812-8111�
�

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�

富士通製品情報ページ�
http://wwwwww. fmworld.net/

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

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、こちらまで。�

＊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。�

（受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）�
0120-719-242通話料�

無料�

な  っ と く� フ  ジ  ツ ー�

★このカタログに掲載されている製品の価格、仕様、ならびに�
　サービスの内容等は、予告なしに変更することがあります。�

このカタログの内容は、�
2008年4月現在のものです。�

CB2689  2008年4月 D

このカタログには、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。�

■ソフトウェア一覧�
●：プレインストールされています。 ▲：添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。 ■：ハードディスクにあらかじめ導入されており､「＠メニュー」
からの初回起動時に自動的にセットアップします。 ※一部のソフトウェアについてはお使いになる際、添付のDVD-ROMまたはCD-ROMが必要となることがあります。�

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。�
�※1 日本語32ビット版です。また、OSのみの再インストールはできません。 ※2 フリーソフトのためサポートは行っておりません。  ※3 無償サポートと無償アッ
プデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。 ※4 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。 ※5 全
てのデータの保存・復元ができるわけではありません。 ※6 全てのデータの退避ができるわけではありません。ご利用環境によっては使えない場合があります。�
※7 本ソフトウェアは、お客様のご利用状況によっては、正しく動作しない場合があります。 ※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。DVD-
RAMへの書き込みには対応しておりません。 ※9 本ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です。無償サポートと無償アップ
デートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。 ※10 ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「Norton Internet SecurityTM 2008」か「ウイル
スバスターTM 2008」のいずれか1つになります。�

基本OS 基本OS※1 Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版★�

Microsoft®
Office�
Personal�
2007（SP1）�

文書をつくる� Microsoft® Office Word 2007
表やグラフをつくる� Microsoft® Office Excel® 2007　�
Eメール・予定・住所録などを管理する� Microsoft® Office Outlook® 2007
Officeを便利にする� Microsoft® Office ナビ 2007

Eメール�
Eメール・予定・住所録などを管理する� Microsoft® Office Outlook® 2007
Eメールを送受信する� Windows® メール★�

インターネット�

ホームページを見る� Windows® Internet Explorer® 7.0★�
Flashコンテンツを楽しむ� Flash® Player※2

ウイルス対策や、外部からの不正なアクセスを防止する※10
Norton Internet SecurityTM 2008※3
ウイルスバスターTM 2008※3

有害サイトへのアクセスを制限する�
AzbyClubからお役立ち情報を受け取る�

i-フィルター®  4※4
AzbyClubツールバー★�

＠niftyで快適なインターネットを楽しむ� ＠niftyでブロードバンド�

AV連携�

映像や音楽を楽しむ� Windows Media® Player 11★�
パソコン内やホームネットワーク上の画像、映像、音楽を再生する� MyMedia★�

DVDやCDに音楽やデータを簡単に保存する� Roxio Creator★※8
DVDを再生して楽しむ� WinDVD® ★ 
3Dビューで写真データを管理・一覧表示する� 3D MediaSurfing★ 
画像/映像の加工・補正をしたり、スクリーンセーバーを作成する� ＠映像館★�
画像の色や明るさの補正などをする� ＠フォトレタッチ★�
FTPサーバーへ接続してファイルを送る� ＠FTP★�
辞書・辞典を起動する� 電子辞書★�

簡単・安心�

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★�
ワンタッチボタンで表示画面を見やすく拡大する� らくらくズーム★�
文字の拡大やマウスポインタの移動速度などを設定する� ゆったり設定2★�
壁紙を簡単に変更する� 壁紙かんたん模様替え★�

利用環境を保存・復元したり、ご購入時の状態に戻す� マイリカバリ★※5
さまざまなサポートツールが簡単に起動できる� FMVサポートナビ★�

データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する� FMかんたんバックアップ★※5

�
OSが起動しなくなった場合に、データを退避させる� かんたんバックアップレスキュー★※6
サイドバーでネットサービスへのアクセスやソフトウェアの起動が簡単にできる� FMVランチャーガジェット★�
サイドバーでお使いの機種のサポート・お役立ち情報やニュースを受け取る� AzbyClubガジェット★�
各種設定をわかりやすく案内する� パソコン準備ばっちりガイド★�

オンラインでユーザー登録する� FMVユーザー登録★�

FMVの取扱方法を説明した電子マニュアル� FMV画面で見るマニュアル★�
パソコンを定期的に自動更新する� アップデートナビ★�
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� PC乗換ガイド★※7
廃却時にハードディスクのデータを消去する� ハードディスクデータ消去★�

趣味・実用� 筆ぐるめVer.15
筆まめVer.18 ベーシック�

画像や動画情報を収録した広辞苑を使う� 広辞苑第六版�
新しい用語や時事ニュースを調べる� 現代用語の基礎知識2007年版�
国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う� 学研パーソナル統合辞典�

地図を見たり目的地を検索する�
電車の経路・運賃・時刻を検索する�

暑中見舞・年賀状・ハガキを作成する�

its-mo Navi デジタル全国地図※9
乗換案内VER.5

楽しく体重管理� ヘルシーメーカーダイエット�

各種設定�
ワンタッチボタンを設定する� ワンタッチボタン設定★�
メールソフトを簡単に切り替える� メールソフト切り替えツール★�

ユーティリティ・�
その他�

PDFファイルを表示する� Adobe® Reader®   8.1※2
ソフトウェアを簡単にインストールする� FMかんたんインストール★�
音量状態などを表示する� IndicatorUtility★�
電源を管理する� PowerUtility - スケジュール機能★ 
ネットワーク上のパソコンの電源を管理する� PowerUtility - リモート管理機能★ 

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

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

ジャンル� 搭載状況�利用目的� ソフトウェア名称�


