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見やすいキーボードとわかりやすいメニュー画面、さらに充実したサポート。�

誰でもカンタンに始められるFMVらくらくパソコン、新登場。�
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打ちたい文字や使いたい機能が

ひと目でわかるキー表記。さらに、

よく使うキーは色分けして表示して

あるので、キーボード操作がらくらく

行なえます。�
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電源を入れると、やりたいことが

すぐ選べる画面を表示。あとは

クリックするだけで、使いたい機能が

らくらくスタートできます。�

「操作や手順がわからない。」

「こんなことやってみたい。」様々な

お問い合わせに、わかりやすく丁寧

にアドバイス。パソコンのある生活が

らくらく楽しめます。�

インターネット�

ハガキ�

メール�

検索�

乗り換え�

地図�

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium
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大きなアルファベット表記。さらに、よく使う文字キーや母音キーを色分けして、使いやすさを追求した

「らくらくキーボード」。その他のキーにも、それぞれの役割を日本語で表記してあるので、キー操作で

迷うことがありません。�

打ちたい文字、使いたい機能がひと目でわかる。� �

�

の母音や　の位置
が探しやすい�

日本語表記なので
機能がわかりやすい�

アルファベットの文字
が大きくて見やすい�

あ い う え お �

黒キーボード（FMVNFBRB）�

白キーボード�
（FMVNFBRW）�

ポイント�

1
ポイント�

2
ポイント�

3
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�

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

サポートツールや調整機能が、ボタン１つで呼び出せる。�

　 困った時のお手伝いをする�
　サポートツールが起動�
・電源ON時は「サポートナビ」を起動�

・電源OFF時は「トラブル解決ナビ」を起動�

　 文字やアイコンの大きさを調節�

　 らくらくメニューを表示�
標準画面� 拡大画面�

メールのやりとりやハガキの作成など、様々な

場面で役立つローマ字入力表が付属されて

います。�

句読点や記号の入力の仕方なども簡潔にまと

まっているシートなので、パソコンのそばに置い

て使うと文字の入力にとても便利です。�

日本語入力の仕方がひと目でわかる。�

　 文字入力を「かな漢字や英字」に�
　 切り替える� 　  　 　　　　　　　　音を調節�

困ったときのサポートや、様々な設定・調整など、サポートツールや調整機能がキーボード

上部にわかりやすくまとめられています。使いたい機能をボタン1つで呼び出せるので探す手間が

かかりません。�

＊ 詳細はP.5



ステップ�ステップ� ステップ�
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どんな言葉で検索したら良いのかわからない、文字入力が苦手という方にオススメ。�

表示された言葉を選び進んでいくだけで知りたいインターネットの情報にたどり着くことができます。�

知りたい項目を選んで探すことができる。�

時刻表や乗り換え、�
地図を調べる画面へ�

「学習のページ」へ�「毎日のページ」へ�

「Windowsメール」で�
メールをやりとり�

「筆ぐるめ」で�
ハガキを作成�

「困ったときのページ」へ�

オリジナル検索ソフト「かんたん検索」が起動�

より詳しいキーワードの入力も可能�

例）　 上野�

電源を入れると、よく使う機能一覧が最初に表示され、インターネットもメールもすぐに始めることができます。�

やりたいことがすぐ選べる。�

マニュアル、用語集、レッスンなども充実�

検索結果�
を�
表示�

�

分野の選択�

例）　　　　　　　　�

キーワードの選択�

例）　　　　�
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�

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

�

知りたい情報の検索や、困ったことの解決、さらにパソコンの使い方を学んでいくお手伝いをします。�

知りたいときの手助けとなる情報が満載。�

毎月配信の楽しいメール

マガジンです。�

読みやすく、親しみやすい

文章で、四季折々の話題や

画像をお届けします。�

また、パソコンの上手な活用

方法や、よくあるお問い

合わせなどをご紹介します。�

生活に便利な情報を見たり、�
知りたい情報を検索できます。�

パソコンに関して、困ったときに
役立つページです。�

パソコンの使い方を学ぶ上で�
便利なページです。�

パソコンをはじめるにあたって、

まず初めに見る動画です。�

マウスの使い方などのパソコン

の基本操作をはじめ、「らくらく

メニュー」からスタートできる

パソコンの活用方法まで、わか

りやすくご説明します。�

最新ニュースのチェック�

天気予報を見る�

株価を調べる�

知りたい情報を検索する�

さまざまな�
学習メニューをご用意�

お問い合わせ窓口の�
確認�

よくあるお問い合わせ�
内容を見る�

リモートサポート�
＊ 詳細はP.7

学習状況が�
ひと目でわかる�

自分のペースで�
学習できる�
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パソコンの使い方につまずいたり困ったりしたときは、専用電話相談窓口にお電話ください。�

サポート担当者が直接お電話をお受けし、お客様の「困った」の解決、「やりたい」を支援します。�

親切・丁寧な対応で、どんなことでも相談できる。�

お客様�

専門用語が�
わからなくても安心！�

インターネット経由�

お客様と同じ画面を�
見ながら的確にサポート�

FMVらくらくパソコン専用�
電話相談窓口�

サポート担当者がインターネットを経由してお客様

の画面を参照し、電話で操作案内をするサービス

です。お客様が「操作がむずかしいな」「自分では

できないな」と感じたときに必要に応じて使用します。�
�
＊ 本サービスのご利用にはブロードバンド回線が必要です。�

�

1年間�
無料�※1

�

365日対応（受付時間9：00-17：00※2）�

わかりやすい言葉で丁寧に解説�

らくらくパソコン専任のサポート担当者�

お客様のやりたいことをお手伝い�

※1 有効期限について:初めて「FMVらくらくパソコン」のパソコン本体に電源が入れられた日（ご利用開始日）から1年間です。 ご利用開始日から1年間は無料で
FMVらくらくパソコン専用電話相談窓口をご利用いただけます。 2年目以降は、有償でのサポートサービスを予定しております。 ※2 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。受付時間は予告なく変更させていただく場合があります。�

【パソコンの使い方や技術的なご相談】�

●FMVらくらくパソコン本体の使い方サポート。�
●インターネット/Eメール、ハガキ作成ソフト、�
　ワード、エクセルの使い方アドバイス。�

【パソコンの故障や修理のご相談】�

●パソコンの故障や修理に関するご相談。�
●パソコン修理便のお申し込み。�
●訪問修理サービスのお申し込み。�

【パソコン生活のご相談】�

●デジタルカメラで撮った写真を見たり、�
　メールで送ってみたい。�
●プリンタなどの周辺機器を購入したい。�
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�

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

富士通のおすすめする訪問サービス�

見やすくてわかりやすい専用マニュアル付きなので、使い始めから安心。�

用途に合わせた様々な冊子をご用意しています。�

大きな文字で見やすくよくわかる。�

らくらくパソコンを楽しむための�
活用事例や使い方を�
紹介します。�

専用電話相談窓口や�
学習サービスなどの各種サポート
＆サービスをご案内します。�

インターネット、メールの使い方や�
年賀状の作り方が学べます。�

らくらくパソコンを使うための�
準備やセットアップの手順を�

解説します。�

通話料無料�

受付時間9：00～20：00（土日祝日受付可能）　訪問時間10：00～20：00（土日祝日訪問可能）�

※携帯電話・PHSからも通話可能　※システムメンテナンスのため休止させていただく場合がございます。�

「らくらくパソコンをすぐ使えるようにしてほしい」 そんな時は『FMVらくらく訪問サービス』が便利です。�

FMVらくらく訪問サービス ［スタンダード］�

■パソコンの開梱設置/初期設定　■インターネット/Eメール設定　■ウィルスセキュリティの設定�
■パソコンを最新の状態に設定（Windows Update/アップデートナビ）　■専用ホームページの利用設定�
■プリンタの設定　■パソコンの設定情報を保存（マイリカバリ）　■基礎的な使い方レッスン�

FMVらくらく訪問サービス ［ライト］�

■パソコンの開梱設置/初期設定　■インターネット/Eメール設定　■専用ホームページの利用設定�
■基礎的な使い方レッスン  

この他にもお客様のご要望に合った

サービスを豊富に取り揃えております。�

メニューや料金など、詳しくはお気軽

にお電話ください。�

＊インターネット回線およびプロバイダ契約はお客様にて別途ご用意ください。　＊上記の価格はインターネット設定を有線接続とした場合です。 �
＊お客様の接続環境によっては追加料金が発生する場合がございます。�

30,800円（税込）�

21,000円（税込）�
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■ ハードウェア仕様一覧�

型  名�

動作周波数�

セキュリティ機能�

2次キャッシュメモリ�

システムバス�

チップセット�

メインメモリ（標準/最大）�

メモリスロット（空き）�

グラフィック・アクセラレーター�

ビデオメモリ�

ディスプレイ（※8）�

パネルサイズ�

ドットピッチ�

外部ディスプレイ表示�

フロッピーディスクドライブ�

ハードディスクドライブ�

DVDドライブ -P.10別表参照-

オーディオ機能�

スピーカー/マイク�

キーボード�

ワンタッチボタン�

ポインティングデバイス�

LAN

無線LAN（※14）�

PCカードスロット�

ExpressCardスロット�

ダイレクト・メモリースロット�

インターフェース�

●外部ディスプレイ端子（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン）�

●マイク・ラインイン兼用端子（　3.5mmステレオ・ミニジャック）（※17）�

●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（　3.5mmステレオ・ミニジャック）（※17）�

●IEEE1394（S400 4ピン（※18）�

●HDMI出力端子（※19）�

●USB2.0×4（※20）�

●eSATAコネクター×1（※21）�

●LAN（RJ-45）�

FeliCaポート�

電源供給方式�

バッテリパック�

バッテリ稼働時間（JEITA測定法1.0）（※22）�内蔵バッテリパック�

内蔵�

バッテリ充電時間（※23）�

消費電力（標準時（※24）/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（2007年度基準）（※25）�

外形寸法（W×D×H)(突起部含まず）�

本体質量（バッテリパック含む）�

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）（※26）�

主な添付品�

外部ディスプレイのみ�

同時表示�

空き容量（※11）�

基本OS（※1）�

入
力
装
置�

表
示
機
能�

通
信
機
能�

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

インテル® 
  
Core

TM 
    2

  
Duo プロセッサー P8400（拡張版インテル® 

  
SpeedStep® 

  
テクノロジー搭載）�

3MB

CPUウイルス防止機能（※2）�

1066MHz

モバイル インテル® 
  
｠GM45 Express チップセット�

標準2GB（1GB×2）/最大4GB（※3）（※4）（デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500）（※5）�

チップセットに内蔵（モバイル インテル® 
  
GMA 4500MHD搭載）�

2（0）SO-DIMM用�

最大825MB（メインメモリと共用)（※6）（※7）�

FLバックライト付TFTカラーLCD（スーパーファイン液晶）1280×800ドット 1677万色（※9）�

15.4型ワイド�

0.259mm

最大1920×1200ドット 1677万色�

1024×768ドット 1677万色（※9）�

オプション（別売）�

約250GB（Serial ATA/150、5400回転/分）（※10）�

約218GB

スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（2層）書き込み対応）/バッファアンダーエラー防止機能�

チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット（※12）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�

日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm/87キー、JIS配列準拠）�

サポートボタン、メニューボタン、文字入力切替ボタン、ズームボタン、音量調節ボタン�

標準内蔵（フラットポイント（ジェスチャー機能対応））、横スクロール機能付光学式マウス標準添付（500CPI、USBインターフェース）（※13）�

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

IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠�

PC Card Standard準拠（TYPEI/II×1スロット）CardBus対応�

1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応）（※15）�

SDメモリーカード/メモリースティック対応（※16）�

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ�

リチウムイオン 14.4V 2000mAh

約2.0時間�

約2.0時間�

約24W/約87W/約1.5W

l区分 0.00027(AAA）�

368×265×33.5～40.5mm

約3.0kg

LED

有り�

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、非動作時とも結露しないこと）�

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

  
 Ulitimate with SP1｠正規版�

マニュアル類、ACアダプタ（※27）、USBマウス、アプリケーションディスク、リカバリディスク、保証書�

2.26GHz

CPU

※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ます。　※3： 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して、別売りの増設用メモリを実装する必要があります。　※4： 4GB搭載時、システムの画面上

ではメモリ容量が4.00GBと表示されますが、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。　※5： 取り付けるメモリ容量の組み合わせによってはシングルチャネルで動作します。　※6： Intel®   DynamicVideoMemoryTechnology

（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで変化します。　※7： メインメモリを 4GB にした場合のメモリ容量は、最大 1377MB(メインメモリと共有)になります。　※8： 1280×800ドット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。　※9： LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。　※10： パーティションは約100GBをCドライブに、残

りをDドライブに区画設定しています。また、Windows RE領域に約1GB、リカバリ領域に約12GBを占有しています。　※11： 初回起動時に「必ず実行してください」を実行後にWindows®   システムから認識される容量です。　※12： 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。　※13： 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。　※14： ｠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。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の内蔵アンテナはMIMO方式です。W52/W53/W56をサ

ポートしています。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠でのアドホック通信はできません。IEEE802.11b準拠はチャンネル14をサポートしていません。　※15： ExpressCard™｠Compliance ID : EC100285 「ExpressCard™｠Compliance ID」とは、ExpressCardスロットを搭載する装置において、互

換試験をパスしたことによって付与されるIDです。　※16： SDメモリーカード（SDHCメモリーカードを含む）、メモリースティック（メモリースティックPROを含む）の同時使用はできません。メモリースティック（メモリースティックPROを含む）は著作権保護機能が使用されているデータの読み書きができ

ません。SDメモリーカード（SDHCメモリーカードを含む）は著作権保護機能（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。メモリースティック/メモリースティックPROの高速データ転送に対応しております。miniSDカード、microSDカードやメモリースティックDuoの場合、別途、専

用のアダプタが必要になります。すべてのSDメモリーカード（SDHCメモリーカードを含む）、メモリースティック（メモリースティックPRO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。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、の

SDHCメモリーカードは最大32GBまでとなります。　※17： 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。　※18： すべてのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではあ

りません。　※19： 出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i（1125i）/1920×1080ドット、1776×1000ドット・1080p（1125p）/1920×1080ドット・720p（750p）/1280×720ドット・1360×768ドット（HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使

いのテレビによってはご利用いただけません。）　※20： 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。また、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。　※21： 接続したeSATA対応機器から起動できませ

ん。また、eSATA対応機器をパソコンの電源が入った状態で接続したり取り外したりすることはできません。すべてのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。　※22： 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.1.0）』（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。

なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により短くなる場合があります。※23： 電源OFFまたは、スリープ時。　※24： ACアダプタ運用時。ただし、周辺機器の接続なし。出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。　※25： 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。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。　※26： 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が、すべての機能を保証するものではありません。　※27： AC100～240V用。ただし、標準添付されている電源コードは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。　＊ 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。　＊ 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。�

FMVらくらくパソコン FMV-BIBLO NF/BR

FMVNFBRB［Office Personal 2007（SP1）モデル］� FMVNFBRW［Office Personal 2007（SP1）モデル］�
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富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

■ ソフトウェア一覧�

ソフトウェア名称�利用目的� 搭載�
状況� ソフトウェア名称�利用目的� 搭載�

状況�

●：プレインストールされています。�　■：ハードディスク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自動的にセットアップします。��

▲：添付のDVD‐ROMまたはCD‐ROMからインストールしてください。�　※一部ソフトウェアについてはお使いになる際､添付CD-ROM等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、基本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 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。 ※6 パケットライト形式での

記録機能は備えておりません。�

■ 基本OS

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

Ｅメール・予定・住所録�
などを管理する�

■ Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack1

文書をつくる�

表やグラフをつくる�
Microsoft® Office Excel® 2007�
（SP1適用済）�

Microsoft® Office Word 2007�
（SP1適用済） 

Microsoft® Office Outlook® 2007�
（SP1適用済）�

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★�

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★�

FMかんたんバックアップ★�

現在の利用環境を保存、復元する ※5

■ 安心・簡単�

マイリカバリ★�

OSが起動しなくなった場合に�
データを保存する ※5

かんたんバックアップレスキュー★�

パソコンを定期的に自動更新する� アップデートナビ★�

FMV画面で見るマニュアル★�電子マニュアルでFMVの�
取扱方法を説明する�

ゆったり設定2★�文字やアイコンの大きさ、マウス�
ポインタの速度などを設定する�

利用頻度の高い�
厳選したメニューから�
ソフトウェアを選んで起動する�

表示画面を見やすく拡大する�

データやインターネットの設定を�
簡単に保存・復元する ※5

さまざまなサポートツールを�
簡単に起動できる�

FMVサポートナビ★�

らくらくズームLite★�

らくらくメニュー★�

かんたん検索★�

インターネットを見る★�

Eメールを読む・送る★�

年賀状や暑中見舞いを作る★�

時刻表や乗換えを調べる★�

地図を見る★�

Flashコンテンツを楽しむ� Flash® Player ※2

有害サイトへのアクセスを制限する�ｉ-フィルター® 5 ※4

ウイルス対策したり外部からの�
不正なアクセスを防止する� Norton Internet SecurityTM 2008 ※3

■ インターネット・Eメール�

ホームページを見る�

Eメールを送受信する�

Windows® Internet Explorer® 7.0★�

Windows® メール★�

Ｅメール・予定・住所録などを�
管理する�

Microsoft® Office Outlook® 2007�
（SP1適用済）�

写真を自動保存したり、�
スライドショーを楽しむ�

マイフォト★�

DVDやCDに音楽やデータを�
簡単に保存する ※6

デジタルサウンドを楽しむ� Windows Media® Player 11★�

Roxio Creator★�

■ AV機能�

DVDを再生して楽しむ� WinDVD® ★�

画像の加工/補正をしたり�
スクリーンセーバーを作成する�

FTPサーバへ接続してファイルを送る�＠FTP★�

@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★�

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�

IC乗車券の残高や利用履歴を表示する�

Edyカードへのチャージ（入金）や�
残高照会ができる�

EdyViewer

SFCard Viewer

■ 趣味・実用�

FeliCa活用メニューを一覧表示する�かざしてナビ for FUJITSU

筆ぐるめ Ver.15年賀状・ハガキを作成する�

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2008年版�

辞書・辞典を起動する� 電子辞書★�

画像や動画情報を収録した�
広辞苑を使う�

広辞苑第六版�

�

eLIOカード専用ホームページを表示する�eLIO D-URL

「かざポン」対応サイトからクーポン�
情報などを携帯電話に持ち出せる�

FeliCaブラウザエクステンション�

携帯電話で購入した動画を�
パソコンで楽しめる�

NFRM PC Viewer

病気やケガについて調べる�

きれいな血液をつくることを学ぶ� 血液サラサラ健康事典�

時事通信社・家庭の医学�

本格将棋を楽しむ� 柿木将棋VIII Light

■ 各種設定�

ワンタッチボタン設定★�ワンタッチボタンを設定する�

ネットワークの設定状態を診断する�Plugfree NETWORK★�
�

■ ユーティリティ・その他�
Adobe® Reader® 9 ※2PDFファイルを表示する�

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★�

�

■ DVD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やコマ落ちが生じる場合があります。 ＊ ディスクによってはご利用になれない場合もあります。 ＊ 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。 ＊ 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。 ＊ 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。 ＊ Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。�

対応メディアおよび�

データ転送速度�

DVDCD

DVD-RW

最大8倍速�

最大6倍速�

CD

最大24倍速�

ー�

CD-R

最大24倍速�

最大24倍速�

CD-RW

最大24倍速�

最大10倍速�

DVD-ROM

最大8倍速�

ー�

DVD-R DVD+R

最大8倍速（1層）�
最大6倍速（2層）�

最大8倍速（1層）�
最大4倍速（2層）�

最大8倍速（1層）�
最大6倍速（2層）�

最大8倍速（1層）�
最大4倍速（2層）�

DVD+RW

最大8倍速�

最大8倍速�

DVD-RAM

最大5倍速�

最大5倍速�

読み出し速度�

書き込み/書き換え速度�



このカタログは、森林認証紙および大豆インキを使用しています。�
CB2695 2008年11月 T ★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。�

富士通製品情報ページ�
http://www. fmworld.net/

FMVらくらくパソコン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。�

◎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�
名古屋（052）239-1181�
大　阪（06）6949-4137�
他全国55会場で開催�
http://www.fom.fujitsu.com/seminar/

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�

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

通話料�
無料�

な  っ  と  く� フ  ジ  ツー�

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。�

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.

●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。�

安全に関するご注意�

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。�

◎製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）�

■ 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。�

■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。●ディスプレイの都合により本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、一般的に1MB=10002byte、
1GB=10003byte換算値です。1MB=10242byte、1GB=10243byte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、ソフトウェア）が違うと、
データを読み書きできないことがあります。●パソコンで作成したDVDは、ご使用いただくDVDプレーヤー、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。●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、一部汎用的な表記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�
●一般的に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。●周辺機器ご購入の
際には、富士通製品情報ページの「FMVシリーズ 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。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。●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。●パソコン本体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」では、すべてのデータのバックアップ/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（デジタル放送の録画時間
など）や音楽などはバックアップ/復元/移行できない場合があります。●「WinDVD®」で動画を再生している時、他のアプリケーションソフトウェアの動作状況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。●本製品は地域により品薄、品切れになるものもあります。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。●本製品の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。●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、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。●長時間同じ表示を続けると残像とな
ることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をおすすめします。●表示する条件によってはムラおよび
微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。●本製品には、有寿命部品（LCD、CD/DVD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
間のご利用で約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。●リチウムイオンバッテリは消耗品です。●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。●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。●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。●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。�
�
�
●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core 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、
Windows Vista、Aero、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint、Internet Explorer、Windows Media、Windows Live、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商標ま
たは登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●「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。●「おサイフケータイ」及び「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。●「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の商標です。●SDHCロゴは商標です。●ExpressCard、ExpressCard
ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association（PCMCIA）の商標で富士通へライセンスされています。●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。�

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品

組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で

実施しています。「MADE IN JAPAN」だからこそ高品質、そし

て使いやすさへの配慮を実現しています。また、お客様からい

ただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。

使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのた

めに活用しています。� 生産拠点「島根富士通」� 開発拠点「富士通川崎工場」�

お客様�

JAPAN
MADE IN


