あ な た に ぴ ったりの 1 台 が 、きっと見 つ かる 。
Ｆ Ｍ Ｖ は 、３つ の Ｎ Ｅ Ｗ ＳＴ ＹＬＥ を
ご 提 案します。

■ HOME STYLE TOPICS

パ ソコン が さらに 使 い や すくなる 。

F/G90D
Windows® 7 Home Premium 正規版 搭載

タッ チといえば
チと
FMV。
P.23
P.

▲

詳しくは

■ MOBILE STYLE TOPICS

『Real Pocket size』
詳しくは

P.17

▲

が新登場。

■ NEW TOPICS
インテル ® C o r e T M
LOOX U/G90
Windows® 7 Home Premium 正規版 搭載

プロセッサー・ファミリー 搭 載 で 、
より速く、よりスマートに 。

01

Windows®. Life without Walls . 富士通がお勧めする Windows 7.
TM

HOME
STYLE

み ん なに 楽しい 、F M V 。

F

SERIES

P.03

NF

SERIES

P.05

S

SERIES

MT

P.09

SERIES

P.10

EXPERT
STYLE

P C を 究 める 人 の 、F M V 。

NW

SERIES

P.11

CE

SERIES

P.13

MOBILE
STYLE

ひとりにひとつ の 、F M V 。

MG

SERIES

P.15

LOOX U

SERIES

P.17

LOOX C

SERIES

P.19

LOOX M

SERIES

P.20

R

SERIES

P.21

『 Rea l Pocket size』

P.22
INDEX
画面タッチで直感的に使う
………P.23
画面タッ
ッ

F MV なら安心 …………………… P.29

使用上のご注意…………………… P.38

写真と動画を楽しむ
………………P.25
写真と動
動

ソフトウェア

エコロジー

デジタルテレビ放送を楽しむ
……P.27
デジタル
ル

仕様一覧表

…………………… P.31
……………………… P.33

ラインナップ

……………………… P.39
…………………… P.40

Featuring Windows® 7. Your PC,simplified.
02

F

タッチ 操 作 で、インターネットや写 真 を直 感 的 に楽しむ。

SERIES

23 型ワイド 20 型ワイド

×2 ×2 ×2

Windows® タッチ対応

P.23

（F/G90D、F/G70T、F/G60）

タッチパネル式23型ワイドFull HD液晶を搭載（F/G90D）。

最新テクノロジー

テレビ機能

最新CPU「インテル ® Core™
i5 プロセッサー」を搭載

×2 ×2 ×2

（F/G90D、F/G70T）

レコーダー機能

（F/G90D）

「インテル Core™ i5-430M プロセッサー」を
®

搭載。
「インテル® ハイパースレッディング・テク
ノロジー」対応だから、4つの処理を同時に実行。
さらに、新機能「インテル® ターボ・ブースト・テ
クノロジー」で自動的に処理能力を調節します。
そのため、ハイビジョン映像の編集など、CPU

地上／BS／110°CSデジタル放送のチュー

ハイビジョンの迫力ある
映像を楽しんだり、ハイ

るダブル録画に対応。番組を視聴中でも、

ビジョン画質の録画番組

気になる裏番組も放送波を選ばず録画でき

やハイビジョンビデオカ

ます。

メラの映 像（A VCHD）

料理に例えると・・・
シェフが2人（コアが2つ）、コンロが4つ（4つを同時に処理）
「インテル ® ハイパースレッディング・テクノロジー」

（F/G90D、F/G70T）

ナーを2つ搭載し、同時に2番組の録画ができ

に負荷のかかる処理でも快適に動作します。

10 対応

ダビング

軽快な操作で地上デジタル
放送を視聴・録画

複数処理も
快適！

Center」を搭載。ダビング10にも対応して
いるから、気に入った録画番組をメディアに

火力を調節できる

最適な
パフォーマンス
に調節！

ブースト・テクノロジー」

基本ＯＳ

F/G90D
Windows® 7
F/G70T
Home Premium
F/G60
正規版
F/G50T

03

Windows® タッチ
○
ー

詳しいラインナップ一覧は

ハイビジョン番組を5倍録画※1できるから、見

高画質機能でハイビジョン映像を
機能でハイビジョン映像
よりあざやかに
ざやかに（F/G90D、F/G70T、
（F/G90D、F/G70T、F/G50T）
デジタルテレビ
放送を楽しむ

P.27

きます。また、ＣＰＲＭ対応のＤＶＤ-Ｒに約2時
間録画できるＡＶＣＲＥＣにも対応しています。
※1 BS・110度CSデジタル放送を「最高画質モード（約24Mbps）」
で録画した場合と「長時間モード（約4.5Mbps）」で長時間録画した
場合を比較した数値。 映像の解像度は1440×1080ドットです。

メモリ ハードディスク ドライブ
ディスプレイ
無線通信機能
CPU
タッチパネル式23型ワイドスーパーファインVX液晶 インテル® Core™ i5-430M プロセッサー
Blu-ray Disc
約1TB
無線LAN
（HTテクノロジー）
ドライブ
タッチパネル式20型ワイド
4GB/
（IEEE 802.11n/
インテル® Core™ i3-330M プロセッサー（HTテクノロジー） 最大4GB
スーパーファインVX液晶
スーパーマルチ
b/g準拠）
約500GB
ドライブ
インテル® Celeron® プロセッサー T3100
20型ワイドスーパーファインVX液晶

P.40

ハイビジョン画質のまま
長時間録画 （F/G90D）

AVCREC

たい番組をたっぷりとハードディスクに録画で

保存できます。
さらに、状況に応じて

をキレイなまま保存する
ことができます。

（F/G70T、F/G50T）

最 新の「 地デジ 対 応 Windo w s ® Media

「インテル ® ターボ・

Blu-ray Discに
ハイビジョン映像を残す

デジタル3波放送の
ダブル録画に対応

×2

テレビ
×2
×1
ー
×1

×2

高画質機能
総合ソフトウェア
Dixelエンジンボード2 Office Personal
画質設定ユーティリティ 2007（SP2）
ー
画質設定ユーティリティ

TM

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls . 富士通がお勧めする Windows 7.

F NF70/60T NF50/40 S MT

写 真 に 指 先 で 絵 が 描 ける。

EXPERT STYLE

指 先 で タッチし て 写 真 に 絵 を 描 い たり、
画面タッチで
直感的に使う

直感操作が楽しめます。
Espresso Black
エスプレッソブラック

23型ワイド

20型ワイド

Ruby Red
ルビーレッド

らくらくパソコン

Snow White
スノーホワイト

P.23

MOBILE STYLE

かった、
キーボードやマウスでは実現できなかった、

Windows® タッチ

2つの液晶サイズをラインナップ。

＊F/G50Tはスノーホワイトのみ。

F/G90D

OSを起動しなくても、ゲーム機やAV機器と接

コンパクト設計

場所を選ばないコンパクトな
本体デザイン

子を搭載。Full HDの美しい映像をすぐに大

568mm

画面で楽しめます。
＊画像はイメージです。

497mm

23

＊映像機器との接続には市販のHDMIケーブルが
必要になります。

FMVなら安心

続して、ゲームや映像を楽しめるHDMI入力端

テレビ機能

ゲーム機のモニターとして使えるHDMI入力端子

＊F/G50Tはデザインが異なります。

WIDE

431mm

20

WIDE

液晶の向きを手軽に調整できる便利な機能

220mm

198mm

ソフトウェア

391mm

スイーベル機能

Photo & Movie

選べる3つのカラーバリエーション。

チルト機能
見やすい角度やタッチ操作がしやすい角度
に調整できます。

テレビチューナー搭載
エントリーモデル

F/G50T

地上デジタル 放送を楽しめる、コンパ

の接続がかんたんです。

リーモデルをラインナップ。

＊Windows ® タッチには対応しておりません。

＊画像はハメコミ合成です。＊テレビ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）、混合器（別売）、分波器（別売）などが必要となります。

詳しくは

www.fmworld.net/fmv/f/

ラインナップ

＊写真のパソコンはFMVFG90DW、FMVFG90DR、FMVFG90DB、FMVFG70TW、FMVFG50Tです。＊仕様の詳細は、P.33でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。

エコロジー

10 対応

ダビング

使用上のご注意

クトボディとシンプ ルな性能のエント

仕様一覧表

本体が左右に回転するので、壁に近い場所
に置いても、メディアの出し入れや周辺機器

04

NF
SERIES

15.6 型ワイド

ハイビジョンを思う存分楽しめる、
エンターテインメントノート。
地デジも B l u - r a y もハイビジョン映 像も。
P C がみんなのエンターテインメントの中心になる。

ハイビジョン映 像を
ありのままに取り込む

快 適に使いこなすための優れた性 能
High Performance ｢インテル ® CoreTM プロセッサー・

充実の基本性能で
快適動作

ファミリー｣搭載

F M V- B I B L O
05

N F シリーズ

Usability
使いやすさにこだわった
キーボード

より速く、よりスマートに。

NF70/60T

数字入力がしやすい

フルサイズテンキー

NF50/40

SERIES

NF/G70

NF/G60T

NF/G50

先進機能を搭載した
ハイスペックモデル

テレビモデル

充実機能を搭載した
スタンダードモデル

SERIES

NF/G40
エントリー モ デ ル

TM

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls . 富士通がお勧めする Windows 7.

F NF70/60T NF50/40 S MT
EXPERT STYLE
MOBILE STYLE

ハイビジョンビデオカメラの映 像
（AV C H D）
を
かんたんに取り込み・再 生できる。
さらに、美しいハイビジョン画 質のまま、

らくらくパソコン

大画面で楽しめて、B lu - ra y Di scにも残せる。

Windows® タッチ

＊ 映像機器との接続には市販のHDMIケーブルが必要になりま
映像機器との接続には市販のHDMIケーブルが必要になります。
ます。

Photo & Movie

大 画 面テレビで 迫力のある
映 像を楽しむ

テレビ機能
FMVなら安心
ソフトウェア

パソコンで
美しい映 像を楽しむ

Ecology

シリンドリカル形状

地球にやさしい
液晶画面

を採用

環境にやさしい
水銀レス

長寿命だから
長く使える

LEDバックライト
採用の液晶画面

詳しくは

www.fmworld.net/fmv/nf/

ラインナップ

＊仕様の詳細は、P.34でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊画像はハメコミ合成です。＊テレビ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）、混合器（別売）、分波器（別売）などが必要となります。

エコロジー

＊画像はイメージです。

さらに、
指先にフィットする

熱くなりにくい

使用上のご注意

LEDバックライトの特長
消 費 電 力が
少ない

仕様一覧表

お気に入りの映 像を
美しいまま、
B l u - r a y D i s c に残す

06

NF70/60T

C o r e i 5 と B l u - r a y D i s c ドライブ搭 載 、
揺るぎない性 能 で 将 来 も 安 心 のハイスペックノート。

SERIES

15.6 型ワイド
天板のきらめきを美しく際立たせる
こだわりのスクエアラウンドデザイン。

NF70 SERIES
Urban White アーバンホワイト

Prussian Blue プルシャンブルー

Ebony Black エボニーブラック

Blu-ray Discドライブ搭載。

Ruby Red ルビーレッド

色の深みと透明感を引き出す、上質感溢れる塗装、
スーパーファイン・コーティング。

先進機能を搭 載 したハイスペックモデル

NF/G70

｢Windows® 7 Home Premium
正規版｣を搭載
Windows ® 7
Home Premium 64ビット 正規版
リカバリデータディスクを添付。
用途や環境に応じてOSを選択できる
ので将来も安心です。

最新高性能CPUと
Blu-ray Disc
ドライブを搭載

テレビモデル

NF/G60T

地上デジタル
10 対応 放送を楽しむ

ダビング

軽快な操作で楽しめる、最新の｢地デジ

i5-430M プロセッ

対応Windows® Media Center｣を搭 載 。

サー」を搭載。
「インテル ® ハイパースレッ

高画質の映像をあざやかに楽しめます。

「インテル

®

Core

TM

ディング・テクノロジー」対応だから、4つ
の処理を同時に実行。さらに、新機能「イン
テル ® ターボ・ブースト・テクノロジー」で

データを高速で転送する
ＵＳＢ3.0対応

自動的に処理能力を調節します。そのため、
Blu-ray Discのハイビジョン映像をより快

ＵＳＢ2.0と比較して約5倍の転送速度を実
現。それにより、容量の大きい動画や画像
データを高速に転送することができます。

適に楽しむことができます。
料理に例えると・・・
シェフが2人（コアが2つ）、コンロが4つ（4つを同時に処理）
「インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー」

デジタルテレビ
放送を楽しむ

複数処理も
快適！

パスワード認証が素早くかんたんに
できる指紋センサーを搭載

Blu-ray Discドライブ
Discド
を搭載

さらに、状況に応じて
火力を調節できる

最適な
パフォーマンス
に調節！

「インテル ® ターボ・
ブースト・テクノロジー」

P.27

録 画したハ イビジョンのテレビ 番 組を
Blu-ray Discに保存することができます。

＊写真のパソコンは、FMVNFG70B、FMVNFG70R、FMVNFG70W、FMVNFG70L、FMVNFG60Tです。＊仕様の詳細は、P.34でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
＊画像はハメコミ合成です。＊テレビ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）、混合器（別売）、分波器（別売）などが必要となります。
基本ＯＳ

NF/G70
NF/G60T

07

ディスプレイ

CPU

15.6型ワイド
Windows® 7
Home Premium スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）
正規版

詳しいラインナップ一覧は

P.41

メモリ

ハードディスク

4GB/ （※1）
最大8GB（※2）
約500GB
®
4GB/
インテル Core™ i3‐330M プロセッサー
最大4GB
（HTテクノロジー対応）
インテル® Core™ i5‐430M プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

ドライブ

無線通信機能

無線LAN
Blu-ray Disc
（IEEE 802.11n/
ドライブ
b/g準拠）

キーボード

テレビ

フルサイズ
テンキー付
キーボード

ー
地デジ対応Windows®
Media Center

総合ソフトウェア
Office Personal
2007（SP2）

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007（SP2）
（FMVNFG70WPのみ）

Office Personal 2007(SP2)

※1「Windows ® 7 Home Premium 32ビット 正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。
※2 出荷時は「Windows ® 7 Home Premium 32ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows ® 7 Home Premium 64ビット 正規版」にした場合、メモリ最大8GBをご利用になれます。

TM

NF50/40
SERIES

F NF70/60T NF50/40 S MT

フルサイズテンキー 搭 載 、
使いやすさを追 求したスタンダードノート。

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls .
富士通がお勧めする Windows 7.

15.6 型ワイド
NF50/40 SERIES

EXPERT STYLE
らくらくパソコン

フルサイズテンキー搭載で
マウス操作も、数字入力も
しやすいカタチ。

MOBILE STYLE

マウス操作時でも、DVDの出し入れが
行いやすいように、左側へDVDドライブを配置。

Windows® タッチ
Photo & Movie

インテリアになじむ、シンプルでナチュラルなデザイン。
ン

充実機能を搭載したスタンダードモデル

エントリーモデル

NF/G50

｢@メニュー｣を起動するメニューボタン
ワンタッチで｢＠メニュー｣を起動できます。搭

「インテル ハイパースレッディング・テクノロジー」

載ソフトが目的別に分類されているので、か

対応だから、4つの処理を同時に行えます。そのため、

んたんにソフトウェアを選ぶことができます。

®

Windows ® 7
Home Premium 64ビット 正規版

ソフトウェア

インターネットやハイビジョンビデオカメラの映像

リカバリデータディスクを添付。
用途や環境に応じてOSを選択できる
ので将来も安心です。

FMVなら安心

最新CPU「インテル® CoreTM
i3-330M プロセッサー」を搭載

｢Windows® 7 Home Premium
正規版｣を搭載

NF/G40

テレビ機能

＊ NF/G40にはレーザーマウスは標準添付されておりません。

（AVCHD）をより快適に楽しむことができます。
料理に例えると・・・
シェフが2人（コアが2つ）、
コンロが4つ（4つを同時に処理）

選べる3色のカラーバリエーション

仕様一覧表

「インテル® ハイパースレッディング・
テクノロジー」

環境と人に優しい
植樹キャンペーン
社との協力により、CO2を吸収するマングローブ
の木を1本植樹します。詳しくはAMDエコページ

使用上のご注意

NF/G40を1台ご購入いただくごとに、日本AMD

（http://eco.amd.jp/2009）をご覧く

Crimson
クリムゾン

Urban White
アーバンホワイト

エコロジー

だ さい 。ま た 、そ の 証 明 書 とし て
NF/G40には｢植樹証明書｣が同梱

Shiny Black
シャイニーブラック

されております。

「植樹証明書」

NF/G50
NF/G40

基本ＯＳ

ディスプレイ

Windows® 7
Home Premium
正規版

15.6型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

詳しいラインナップ一覧は

P.41

CPU

メモリ

4GB/ （※1）
インテル® Core™ i3‐330M
プロセッサー（HTテクノロジー対応） 最大8GB（※2）
2GB/
AMD Athlon™ Ⅱ デュアルコア・
最大4GB
プロセッサー M320

ハードディスク
約500GB
約320GB

ドライブ

無線通信機能

キーボード

スーパーマルチ
ドライブ

無線LAN
（IEEE 802.11n/
b/g準拠）

フルサイズ
テンキー付
キーボード

※1「Windows ® 7 Home Premium 32ビット 正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な
領域は約3GBになります。※2 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して
「Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版」にした場合、メモリ最大8GBをご利用になれます。

詳しくは

総合ソフトウェア
Office Personal
2007（SP2）

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
（SP2）
（FMVNFG50WPのみ）

ラインナップ

＊写真のパソコンは、FMVNFG50B、FMVNFG50W、FMVNFG50Cです。＊仕様の詳細は、P.34でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。

Office Personal 2007(SP2)

www.fmworld.net/fmv/nf/

08

S

キラリと光るキュートなデザイン、
いつでもそばに置きたい私だけのノートP C。

SERIES

14 型ワイド

優しい輝きをあたえる
2色のカラーバリエーション。
フェミニンな可愛さを追求したピュアピンクと、
クと、
安らぎを感じさせるアーバンホワイト。

優しい輝きがある
パール塗装キーボードを採用
FMVSG50PK
FMVSG50
PK

FMVSG50W
FMV
VS
SG50
5 0W

ほのかに光る
かに光
に 光る
光
ほのかに光る
ワンタッチボタン
ッチボタ
ッチ
チ タン
ワンタッチボタン

本体カラーに合わせたオシャレなマウス

＊写真のパソコンは、FMVSG50PKです。＊仕様の詳細は、P.35でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。

S/G50
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基本ＯＳ

ディスプレイ

Windows® 7
Home Premium
正規版

14型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

詳しいラインナップ一覧は

P.41

CPU
インテル®

Core™ i3‐330M プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

メモリ

ハードディスク

ドライブ

無線通信機能

4GB/
最大4GB

約500GB

スーパーマルチ
ドライブ

無線LAN
（IEEE 802.11n/b/g準拠）

詳しくは

総合ソフトウェア
Office Personal 2007（SP2）

www.fmworld.net/fmv/s/

TM

MT

指先だけでかんたんタッチ操作、

F NF70/60T NF50/40 S MT

どこでも手軽に使えるコンパクトノート。

SERIES

12.1型ワイド

直感操作だから、早い、かんたん、楽しい！
テレビを見ながら、

ちょっとした調べものが

レシピを急いで

かんたん。

メモ書きできる。

ノートに落書きするように
お絵描きできる、スタイラスペン搭載。

マウスやキーボードを
使わなくても、

EXPERT STYLE

電話をしながらでも、

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls .
富士通がお勧めする Windows 7.

インターネットを
楽しめる。

MOBILE STYLE

大画面テレビにつないで楽しむ
ケーブ ル1本（ HD MI出 力 端 子 ） で
※1

Windows® タッチ

大画面テレビにつなげば、家族みんな

らくらくパソコン

心落ち着くナチュラルなアーバンホワイト。

で思い出の映像を楽しめます。
※1 映像機器との接続には市販のHDMIケーブルが必要になります。

Photo & Movie
テレビ機能
FMVなら安心
ソフトウェア
仕様一覧表
使用上のご注意

P.23

MT/E50

基本ＯＳ

ディスプレイ

Windows® 7
Home Premium
正規版

タッチパネル式
12.1型ワイド
ノングレア液晶

詳しいラインナップ一覧は

P.41

CPU
インテル® Celeron® プロセッサー 900

メモリ
2GB/
最大4GB

ハードディスク

ドライブ

約320GB

スーパーマルチ
ドライブ
【着脱式】

無線通信機能
無線LAN
（IEEE 802.11n/b/g準拠）、
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

詳しくは

総合ソフトウェア
Office Personal 2007（SP2）

www.fmworld.net/fmv/mt/

ラインナップ

＊写真のパソコンは、FMVMTE50です。＊仕様の詳細は、P.35でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。＊画像はハメコミ合成です。

エコロジー

画面タッチで
直感的に使う
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NW
SERIES

大画面 18. 4 型ワイド液晶と 3 ウェイ 5 スピーカー搭載、
地上デジタル放送を楽しむフラグシップノート。

18.4 型ワイド

迫力あるサウンドを生み出す 3 ウェイ 5 スピーカー

NW/G90T

映画や音楽をこころゆくまで楽しめる、
ツイーター、サブウーファーを含めた 5 つのスピーカーで
3 つの音域を表現する

「 3 ウェイ 5 スピーカーシステム」を採用。
最新のスピーカーシステムで、
まるで映画館やコンサートホールに
いるような臨場感を味わえます。

ディスプレイ

基本ＯＳ

NW/G90T
NW/G75

11

Windows® 7
Home Premium
正規版

詳しいラインナップ一覧は

18.4型ワイド（1920×1080ドット）スーパーファイン液晶＆
4型ワイドタッチスクエア
18.4型ワイド（1680×945ドット）スーパーファイン液晶

P.41

本体底面に搭載のサブウーファーにより、
立体的な音のひろがりと、
重量感ある音響効果を実現します。

迫力のサウンドが楽しめます。

CPU
インテル® Core™ i5‐430M
プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

メモリ

ハードディスク

4GB/
最大4GB
約500GB
4GB/ （※1）
最大8GB（※2）

ドライブ

無線通信機能

Blu-ray Disc
ドライブ

無線LAN
（IEEE 802.11n/
b/g準拠）

テレビ
地デジ対応Windows®
Media Center
ー

キーボード

総合ソフトウェア

フルサイズ
テンキー付
キーボード

Office Personal
2007
（SP2）

※1「Windows ® 7 Home Premium 32ビット 正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。
※2 出荷時は「Windows ® 7 Home Premium 32ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows ® 7 Home Premium 64ビット 正規版」にした場合、メモリ最大8GBをご利用になれます。

TM

NW/G90T

｢Windows® 7 Home Premium 正規版｣を搭載

大画面18.4型ワイドFull HD液晶を搭載

最新CPU「インテル ® Core TM i5
プロセッサー」を搭載

フルハイビジョン（1920×1080ドッ
ト）の大画面で迫力ある映像を楽しむ

新機能「インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー」採用の「インテル ®
Core™ i5-430M プロセッサー」を搭載。ハイビジョンビデオカメラ

ことができるので、地デジやBlu-ray

1080ドット

EXPERT STYLE NW C E

多彩な先進機能を搭載

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls . 富士通がお勧めする Windows 7.

Discの視聴に最適です。
1920ドット

の映像（AVCHD）も快適に編集できます。

高精細な3Dグラフィックをスムーズに描写します。また｢PureVideo® HD

｢地デジ対応Windows ® Media Center｣搭載で、デジタル放送を
高画質で視聴できます。さらにダビング10に対応しているので、録画
した番組をBlu-ray DiscやDVDに保存することも可能です。

映像や3Dゲームを楽しむことができます。

Blu-ray Discドライブを搭載

＊ゲームを楽しむにはインターネット環境が必要です。

推奨PCご購入者限定ゲーム内アイテムをプレゼント

詳しくは

P.13

ジョン画質で録画番組やハイビジョンビデオカメラ
の映像(AVCHD)を保存することができます。

光る指紋センサーを搭載
指紋の認識に成功した時や、スクロールし
た時などにセンサーが光ってお知らせします。

NW/G90T

ミュージックモード

テレビやBlu-ray Discの ながら視

大画面ディスプレイを使用中

聴 ができます。コンパクトDVDモード

でも、音楽の再生／停止などの
操作を、タッチ操作で行うこと

でかんたんにチャプター変更できます。 ＊画面はイメージです。

ができます。

フォトビューアーモード

電子辞書モード

デジタルフォトフレームとして利用でき

｢タッチスクエア｣を使ってかんた
んに 辞 書 検 索 できます。大画面

切り替えたり、上にスライドさせて大画

ディスプレイを使用中にちょっと

面ディスプレイに表示したりできます。

した調べ物をしたい時に便利です。

仕様一覧表

ます。指で画像をスライドさせて写真を

ソフトウェア

では、左右にスライドタッチすること

FMVなら安心

コンパクトモード

テレビ機能

2 つの画面を自在に操るタッチスクエア

The night view
of Tokyo

Photo & Movie

URL :http: //www.mh-frontier. jp /fj /
（公式ビギナーサイト）
© CAPCOM CO., LTD.2007, 2009 ALL RIGHTS
RESERVED.

ハイビジョンの迫力ある映像を楽しんだり、ハイビ

Windows® タッチ

「モンスターハンター
フロンティアオンライン」
推 奨 PC

らくらくパソコン

テクノロジー｣により、滑らかな動きでBlu-ray Discなどのハイビジョン

10 対応 地上デジタル放送を手軽に楽しむ

ダビング

MOBILE STYLE

高性能グラフィックボード
®
®
「ＮＶＩＤＩＡ GeForce GT 335M」を搭載

＊ タッチスクエアに関する注意事項については、製品情報ページ（http://www.fmworld.net/fmv/nw/）でご確認ください。

NW/G75

迫力あるワイド液晶画面と
Blu-ray Discドライブを搭載

｢Windows® 7 Home Premium
正規版｣を搭載
リカバリデータディスクを添付。用途や環境に応じて

18.4型ワイド液晶（1680×945ドット）
でBlu-ray Discのハイビ
ジョン映像や高精細な写真を楽しむことができます。

OSを選択できるので将来も安心です。

＊テレビ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）、混合器（別売）、分波器（別売）などが必要となります。

詳しくは

www.fmworld.net/fmv/nw/

ラインナップ

＊写真のパソコンはFMVNWG90T、FMVNWG75です。＊仕様の詳細は、P.34でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。＊画像はハメコミ合成です。

エコロジー

Windows ® 7 Home Premium 64ビット 正規版

使用上のご注意

18.4 型ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

ハイビジョンを楽しむ大画面ハイスペックノート

12

CE
SERIES

とことん3 Dゲームを楽しめる、
高性能グラフィックボード搭載 のハイスペックP C。

24 型ワイド 22 型ワイド

CE/G50

高いグラフィック性能と高速クアッドコア C PU 搭載の大画面スリムタワー PC
高性能グラフィックボード

CE/G50

「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨ＰＣ

「ＮＶＩＤＩＡ GeForce
GT 240」を搭載
®

®

3 Ｄ ゲ ー ム の 高 精 細 な グ ラ フ ィッ ク を よ り
リアルに、スムーズに表現できます。ＨＤＭＩ出力

「モンスターハンター フロンティア オンライン」を収録
ＰＣ本 体 同 梱 の ディスクにゲーム ソフトを 収 録 して い るから 、すぐに「モンスターハンター
フロンティア オンライン」の世界を体験することができます。
＊ゲームを楽しむにはインターネット環境が必要です。
＊Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版での動作は保証しておりません。

端 子 ※1を 搭 載 し て い る の で 、ケ ー ブ ル 1 本
で 大 画 面 テレ ビ と 接 続し て 迫 力の あ る映 像
が 楽しめます。

「インテル Core™ プロセッサー・ファミリー
キャンペーン」対象商品
推奨ＰＣ限定のゲーム内アイテムをゲットしよう！
！
®

●インテル特典防具の素材『Coreのカケラ』
※1 対応機器との接続には市販のHDMIケーブルが必要になります。

●便利アイテムセット【入門】
＊ゲーム内アイテムがもらえるイベントコードを添付しております。

最新OS

「モンスターハンター フロンティア オンライン」動作推奨PC（CE/G50）

「Windows® 7 Home
Premium 正規版」を搭載

URL:http://www.mh-frontier.jp/fj/（公式ビギナーサイト） © CAPCOM CO., LTD. 2007, 2009 ALL RIGHTS RESERVED.

動作推奨 PC とは、ソフトメーカーから示された推奨環境を満たすハードウェア構成を有し、動作検証をおこなったモデルです。ただし、ゲームの
動作はゲームの各種設定・サーバの接続状況や、インターネット通信環境などにより異なり、快適にプレイすることを保証するものではありません。

ディスプレイ

基本ＯＳ

CE/G50
CE/G40
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Windows® 7
Home Premium
正規版

詳しいラインナップ一覧は

CPU

24型ワイド(1920×1200ドット)
スーパーファインVX液晶

インテル® Core™ i5-750 プロセッサー

22型ワイド(1680×1050ドット)
スーパーファインVX液晶

インテル® Core™ i3-530 プロセッサー

P.40

メモリ
4GB/
最大4GB

ハードディスク

グラフィック・アクセラレーター
NVIDIA® GeForce® GT 240

約500GB

Intel® HD Graphics
（CPUに内蔵）

ドライブ
スーパーマルチ
ドライブ

FeliCa

総合ソフトウェア

○

Office Personal
2007
（SP2）

ー

TM

奥行きわずか216ｍｍの
省スペース液晶。
（CE/G50）

EXPERT STYLE NW C E

Full HD以上の解像度だから、複数のウィンドウ表示も快適。（CE/G50）

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls . 富士通がお勧めする Windows 7.

MOBILE STYLE

パソコン本体の電源オフ時と待機時に、ディ

添付のリカバリデータディスクを利用することで32ビットＯＳから64ビットＯＳに切り替える

スプレイの電源供給も自動で停止する電源

ことができます。用途や環境に応じてＯＳを選択できるので将来も安心です。

「メインスイッチ」をOFFにすることで、待機

リカバリデータディスクを
利用すれば…

32ビット

時の消費電力をゼロにすることもできます。

64ビット

4ＧＢメモリのフル活用や、ソフトウェアの
高速動作など、パソコンの性能を最大限に

できるので安心です。

引き出すことができるので快適です。

Photo & Movie

使い慣れたソフトウェアや
周辺機器を、今まで通り活用

＊ P.38「64ビットOS
（Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版）
の使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

ディスプレイの
電源ケーブルを接続
（サービスコンセント）

パソコン本体の電源
ケーブルを接続（インレット）

「インテル® Core™
i5-750 プロセッサー」を搭載
4つのコアで複数作業を高速に処理ができる、
クアッドコアCPU「インテル® Core™ i5-750

高解像度の画像や映像を快適に表示します。

プロセッサー」を 搭 載。新 機 能「インテル ®
ターボ・ブースト・テクノロジー」で自動的に処理
能力を調節します。3DゲームなどCPUに負荷の
かかる処理でも、クアッドコアだから快適です。
料理に例えると・・・

さらに、状況に応じて
火力を調節できる
「インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー」

「インテル® Core™
i3-530 プロセッサー」を搭載

使用上のご注意

シェフが4人（コアが4つ）、
コンロが4つ（4つを同時に処理）
「クアッドコアCPU」

大画面22型ワイド
スーパーファインＶＸ液晶を搭載

仕様一覧表

A3サイズの
データを
原寸大表示

「Windows® 7 Home
Premium 正規版」を搭載

ソフトウェア

Full HD以上の解像度を持つWUXGA
（1920×1200ドット）のパネルを採用し、

FMVなら安心

高解像度の大画面液晶とクアッドコアCPUで快適な操作性を実現

テレビ機能

メインスイッチ

最 新ＣＰＵ搭載の
スリムタワーＰＣ CE/G40
大画面24型ワイド
SUPER Full HD液晶を搭載

Windows® タッチ

連動「サービスコンセント」を搭載。さらに

らくらくパソコン

環境にやさしい省電力設計

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスクを添付

最新のデュアルコアＣＰＵ搭載。
動作します。

詳しくは

www.fmworld.net/fmv/ce/

ラインナップ

＊写真のパソコンはFMVＣＥG50、FMVCEG40です。＊仕様の詳細は、P.33でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。＊画像はハメコミ合成です。

エコロジー

Windows® 7 Home Premiumが快適に
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MG

13.3 型で 2 kg 以下、家でも外でも
快適に使える大画面モバイルノート。

SERIES

13.3 型ワイド

家でも
快適 !

充実性能

「Windows® 7 Home Premium 正規版」を搭載
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスクを添付。
用途や環境に応じてOSを選択できるので将来も安心です。

最新の高速CPU搭載で
より速く、よりスマートな動作を実現
狭額縁採用により、コンパクト筐体ながらも大画面13.3型液晶を搭載
13.3型のコンパクトボディーながら、本体サイズを
最大限に活用したワイド液晶を搭載。ワイドテレビと

16：9

同じ縦横比16：9なので、インターネットや文書作成

MG/G70
Ebony Black
エボニーブラック

を快適に行うことができます。

約11mm

モバイル性能

使用目的に合わせて選べるモバイル・マルチベイ構造
ＤＶＤやＣＤの利用、長時間稼働や持ち運ぶ際の軽量化など、利用目的に合わせて
ユニットを交換することができます。
①長時間稼働を実現する増設用内蔵
バッテリユニット（別売オプション）※1
②多彩なDVDメディアを利用できる
スーパーマルチドライブ（標準添付）
軽量化を実現するモバイル・
※1
マルチベイ用カバー
（別売オプション）
※1 別売オプションについてはP.37「周辺機器（オプション）」でご確認ください。

持ち歩くことをためらわせない軽量ボディーと長時間稼働を実現
MG/G75

最 軽 量 時 ※2

約

1.52kg

MG/G70

バ ッ テ リ 稼 働 ※3

約

8.0 時間

最 軽 量 時 ※2

約

1.75kg

バ ッ テ リ 稼 働 ※3

約

8.5 時間

※2 スーパーマルチドライブ非装着時。※3 内蔵バッテリパック＋増設用内蔵バッテリユニット（オプション）装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。

上位モデルならではの先進性能&デザイン

MG/G75

最新CPU「インテル ® Core TM i5 プロセッサー」を搭載
新機能「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」採用の「インテル® Core™ i5-430M プロセッサー」
を搭載。高速かつインテリジェントなマルチコア・テクノロジーによりPCパフォーマンスを向上します。

「Office Personal 2007 with PowerPoint
2007（SP2）」を搭載
ハ ガ キ や フォト ア ル バ ム 、案 内 状 な ど の テ ン プ
レ ートを 約250点も収録している｢パワーポイント
テンプレート コレクション｣を標準添付しています。

ディスプレイ

基本ＯＳ

MG/G75
MG/G70
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Windows®

7
Home Premium 正規版

詳しいラインナップ一覧は

13.3型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

P.42

CPU
インテル® Core™ i5‐430M プロセッサー
（HTテクノロジー対応）
インテル® Core™ i3‐330M プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

※4 「Windows ®

メモリ

ハードディスク

ドライブ

4GB/
最大8GB

約500GB

（※4）
（※5）

約320GB

スーパーマルチ
ドライブ
【着脱式】

無線通信機能
無線LAN
（IEEE 802.11n/b/g準拠）

総合ソフトウェア
Office Personal 2007
with PowerPoint 2007（SP2）
Office Personal 2007（SP2）

7 Home Premium 32ビット 正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。
※5 出荷時は「Windows ® 7 Home Premium 32ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows ® 7 Home Premium 64ビット 正規版」にした場合、メモリ最大8GBをご利用になれます。

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls .
富士通がお勧めする Windows 7.
TM

EXPERT STYLE

みんなに
使いやすい！

こだわり機能

MOBILE STYLE

使いやすさにこだわったスクロールパッド
円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに
画面を上下にスクロールできます。

デジタル オーディオプレーヤーや携帯 電 話などの

MG LOOX U LOOX C LOOX M R

電源オフ時でもUSB接続で充電できる
電源オフUSB充電機能

OFF

USBに 対 応している機 器の充 電に 便 利です。

電子辞書としても使える全20種の辞書・辞典コンテンツを搭載
社会で役立つ「文書・文例事典」や「ことば選び辞典」など実
用的なコンテンツが豊富です。インターネットに接続していな

らくらくパソコン

い状態でも、文書作成時にちょっとした調べものができます。

＊ 画像はイメージです。

外でも
安心 !

Windows® タッチ

バッテリを長持ちさせる
省電力ユーティリティを搭載
ディスプレイの明るさを調整したり、スーパーマルチ
ドライブや、無線LANへの電源供給をコントロール
して、消費電力を抑えます。

Photo & Movie

モバイル利用に配慮した堅牢設計
約 200 kgf
天板からの全面加圧試験

テレビ機能

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時
の試験ではありません。また、本製品の無破損・無故障を
保証するものではありません。

データセキュリティ対策に最適な
指紋センサーを搭載

仕様一覧表

USB2.0と比較して約5 倍の転送速度を実現するＵＳＢ3.0対応

ソフトウェア

MG/G70
Urban White
アーバンホワイト

FMVなら安心

衝撃から大切なデータを守る
HDDプロテクションを搭載

使用上のご注意

指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレストと、
最薄部24.2mmの薄型コンパクトボディー

エコロジー

MG/G75
Premium Black プレミアムブラック

＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。

詳しくは

www.fmworld.net/fmv/mg/

ラインナップ

＊写真のパソコンは、FMVMGG70B、FMVMGG70W、FMVMGG75Pです。＊仕様の詳細は、P.35でご確認ください。
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LOOX U
SERIES

いつでも持ち歩きたくなる、
約4 9 5g の『 Real Pocket size 』
。

5.6 型ワイド

LOOX U/G90
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基本ＯＳ

ディスプレイ

Windows® 7
Home Premium
正規版

タッチパネル式
5.6型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト)

CPU
インテル®

Atom™ プロセッサー Z520
（HTテクノロジー対応）

メモリ

フラッシュメモリディスク

無線通信機能

2GB/
最大2GB

約30GB

WiMAX、
無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

詳しいラインナップ一覧は

P.42

TM

EXPERT STYLE

Real Pocket size

Anytime
Any where

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls . 富士通がお勧めする Windows 7.

オフィス街でも

MOBILE STYLE

公園でも

駅でも

※1 数値は最大速度であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状況によって異なります。
※2 ご利用の際は、別途サービスの申し込みや設定が必要となります。また、サービスエリアについては、UQコミュニケーションズのホームページ(http://www.uqwimax.jp/service/area/）でご確認ください。

495g

Touch

便利な

タッチ
機能

らくらくパソコン

約

Ultra Light

MG LOOX U LOOX C LOOX M R

幅204mm×奥行き106.5mmの『Real Pocket size』だから、いつでもどこでも持ち運ぶことができます。さらに、WiMAX搭載により
受信最大13Mbps、送信最大3Mbpsの高速モバイル通信を実現※1。駅やオフィス街など広いエリアでワイヤレス高速通信が可能です※2。

Windows® タッチ
Photo & Movie

＊画像はイメージです。

軽いので、手軽に持ち歩くことができます。

キーボードを使用することなくタッチで操作できます。
なくタッチで操作できま
その
かんたんにインターネッ
ため、いつでもどこでもかんたんにインターネットを活用
できます。

16 mm の

Comfortable

キーピッチ

P.23

Des
Design

360°

ソフトウェア

デザイン

仕様一覧表

Mocha Black
モカブラック

Ruby Red
ルビーレッド

360°どこから見ても鮮やかな3色のカラーデザイン。シンプル

確保。快適なキー入力を実現します。

ながら、飽きのこない色合いを表現しました。

www.fmworld.net/fmv/looxu/

ラインナップ

＊写真のパソコンは、FMVLUG90R、FMVLUG90B、FMVLUG90Gです。＊仕様の詳細は、P.36でご確認ください。
＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。 ＊画像はハメコミ合成です。

エコロジー

ポケットに収まる手帳サイズながらキーピッチ約16mmを

使用上のご注意

Vintage Gold
ヴィンテージゴールド

詳しくは

FMVなら安心

約

画面タッチで
直感的に使う

テレビ機能

約4 9 5 g の 超 軽 量 ボ ディー。5 0 0mlペットボトルより

18

LOOX C
SERIES

11.6 型ワイド

ハイビジョンを滑らかに、
デュアルコアサブノート。

Shiny Black
シャイニーブラック
Ruby Red
ルビーレッド

LOOX C

バ ッ テ リ 稼 働 ※1

本体質量

1.6kg

約

9.2 時間
LOOX C/E50 約 6.2 時間
LOOX C/E70

約

Marine Blue
マリンブルー

※1 JEITA測定法Ver1.0による値。

充実性能

コンパクト

「Windows® 7
Home Premium 正規版」を搭載

こだわり

高解像度（1366×768ドット）の
11.6型ワイド液晶を搭載

独自の共有機能を搭載
DVDドライブ共有機能

おすすめ

Point!

高性能デュアルコア
CPU搭載

最薄部約26.4mmで質量約1.6kgの
軽量スリムボディー

処理速度が高速なので、シングルコアCPU

インストール中 80%
有線LAN
無線LAN
LOOX C

DVDドライブ搭載のパソコン

に比べインターネットのハイビジョン（高画

有線/無線LANを経由して、もう1台のパソコ

質）コンテンツを快適に楽しむことができ

ン※2のDVDドライブを利用することができ、ソ

ます。

フトウェアのインストール作業など ※3を行うこ

シングルコアだと・・・

とができます。

デュアルコアだと・・・

※2 Windows® XP以降のOSを搭載したFMVシリーズに限ります。
※3 データの書き込みやリカバリ、音楽CDの再生・リッピング、
DVDビデオの再生には対応していません。

モバイル利用に配慮した堅牢設計
使いやすさにこだわったキーボード
・・
カクカク・

！
サクサク！

コンパクトボディーながら約19mmのキー
ピッチを確保。さらに、隣り合うキーを同時
に押してしまうのを防ぐ独自のキー形状と、

「Office Personal
2007（SP2）」搭載モデルを
ラインナップ

FMVLCE50B3

FMVLCE50R3

パソコン内部に水滴が侵入しにくい｢バスタ
ブ構造｣を採用しています。

約 200 kgf
天板からの全面加圧試験を実施

約 35 kgf
天板からの一点加圧試験を実施

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験では
ありません。また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

電子辞書として使える全16種の
辞書・辞典コンテンツを搭載

FMVLCE50L3

＊画像はイメージです。

＊写真のパソコンは、FMVLCE70B、FMVLCE70R、FMVLCE70Lです。＊仕様の詳細は、P.36でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。＊画像はハメコミ合成です。

LOOX C/E70
LOOX C/E50
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基本ＯＳ

ディスプレイ

CPU

Windows® 7
Home Premium
正規版

11.6型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

インテル® Core™2 Duo プロセッサー
SU9400（超低電圧版）
インテル® Celeron® プロセッサー
SU2300（超低電圧版）

詳しいラインナップ一覧は

P.42

メモリ
2GB/
最大4GB

ハードディスク

無線通信機能

約320GB

無線LAN
（IEEE 802.11n/b/g準拠）、
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

詳しくは

総合ソフトウェア
ー
Office Personal 2007（SP2）
（FMVLCE50B3、FMVLCE50R3、FMVLCE50L3のみ）

www.fmworld.net/fmv/looxc/

TM

LOOX M
10.1型ワイド

EXPERT STYLE

SERIES

インターネットを
高解像度ネットブック。

Urban White
アーバンホワイト
Ruby Red

MG LOOX U LOOX C LOOX M R

Shiny Black

MOBILE STYLE

より快適に、

シャイニーブラック

HOME STYLE

Windows®. Life without Walls .
富士通がお勧めする Windows 7.

ルビーレッド
らくらくパソコン

LOOX M

本体質量

バ ッ テ リ 稼 働 ※1

1.2kg

約

約

5.0 時間

Windows® タッチ

※1 JEITA測定法Ver1.0による値。

インターネットを快適に活用できる

おすすめ

高速モバイル通信でインターネットを楽しめる
WiMAX搭載モデルをラインナップ

高解像度（1366×768ドット）の10.1型ワイド液晶搭載
高 解 像 度の液晶を採 用することで、多くの情 報を一 度に表示でき、

（FMVLMG30B、FMVLMG30R、FMVLMG30W）

インターネットをより快適に活用することができます。
テレビ機能

受 信 最 大 2 0 Mb p s 、送 信 最 大 6 Mb p s の 高 速
モ バ イル 通 信 を 実 現 ※2 。駅 や オフィス 街 など

768
ドット

広いエリアでワイヤレス通信が可能です ※3。
※2 数値は最大速度であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。

だけで画面を上下にスクロール

従来※4の表示範囲

サービスエリアについては、UQコミュニケーションズのホームページ

できる、
「スクロールパッド」搭載。

1366ドット

(http://www.uqwimax.jp/service/area/）でご確認ください。

※4 FMV-BIBLO LOOX M/E10。

USB
ケーブル

本格的な電子辞書機能

LOOX M

USBケーブル（標準添付）1本挿すだけで、
LOOX Mのデータをもう1台のパソコン※7に転
送することができます。

大容量バッテリ（別売オプション）で
稼働時間約10.0時間※6を実現

DVDドライブ共有機能

※6 JEITA測定法Ver1.0による値。

稼働時間
UP

詳しくは

P.37

U S B ケーブ ル（ 標 準 添 付 ）1本 挿 す だけ
で 、か ん た ん に もう1台 の パ ソコン ※ 7 の
DVDドライブを利用することができます。
※7 Windows ® XP以降のOSを搭載したFMVシリーズに限ります。

型名

LOOX M/G30

FMVLMG30B2、
FMVLMG30R2、FMVLMG30W2
FMVLMG30B、
FMVLMG30R、FMVLMG30W

詳しいラインナップ一覧は

基本ＯＳ

ディスプレイ

Windows® 7
Starter 正規版

10.1型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

P.42

CPU
インテル®

Atom™ プロセッサー N450
（HTテクノロジー対応）

メモリ
1GB/
最大2GB

ハードディスク
約250GB

無線通信機能
無線LAN（IEEE 802.11n/b/g準拠）、
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー
WiMAX、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

詳しくは

総合ソフトウェア
Office Personal 2007
2年間ライセンス版（SP2）

ラインナップ

＊写真のパソコンは、FMVLMG30B2、FMVLMG30R2、FMVLMG30W2です。＊仕様の詳細は、P.36でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。＊画像はハメコミ合成です。

エコロジー

内蔵バッテリパック（L）

FMVLMG30W2

もう1台のパソコン

＊画像はイメージです。

使用上のご注意

をご利用いただけます。

仕様一覧表

LOOX MがUSBメモリの
代わりになります！

インターネットに接続

［型名：FMVNBP185］

FMVLMG30R2

USBメモリ機能

していない状態でも、

※5 Office Personal 2007のすべての機能を、2年間の有効期間
でご使用いただける製品です。
詳細はP.38【Microsoft ® Office Personal 2007 2年間
ライセンス版（SP2）に関するご注意】をご確認ください。

FMVLMG30B2

独自の共有機能を搭載

電子
電子辞書として使える全16種の
辞書・辞典コンテンツを搭載

｢Windows
s® 7 Starter 正規版｣
を搭載

ソフトウェア

充実性能＆モバイル性能
＆モバイル性能

FMVなら安心

指 先で円を描くようになぞ る

実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状況によって異なります。
※3 ご利用の際は、別途サービスの申し込みや設定が必要となります。また、

「Office Personal 2007
2 年間ライセンス版（SP2）」※5
搭載モデルをラインナップ

Photo & Movie

Point!

ー

www.fmworld.net/fmv/looxm/
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R

12 時間以上の
長時間稼働と

SERIES

軽さを極めた、

12.1型ワイド

ハイスペック

ビジネスシーンに最高のモバイル。

ビジネスノート。

手のひらに心地よい感触の
テクスチャーを施したパームレスト。

R

本体質量

約

1.37kg

バ ッ テ リ 稼 働 ※1
R/E70

約 12.0 時間

R/E50

約 12.5 時間

グッド デ ザイン 賞 受 賞

ビジネスシーンに最適な12.1型ワイド液晶。

※1 標準添付のバッテリパック装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。

高性能

軽量＆長時間稼働

ビジネスシーンにワンポイントの
きらめきを演出する光沢の天板。

こだわり

「Windows® 7 Professional
正規版」を搭載（R/E70）

軽快に持ち歩ける軽さ
約1.37kgの軽量コンパクトボディー

Windows® XP Professional
ダウングレード用に
リ カ バ リ デ ー タ デ ィスクを添付

出張先でも余裕をもって使える
約12.5時間※3の長時間稼働を実現（R/E50）

＊ Windows® XP ダウングレードをご利用になる場合は、こちらを
ご確認ください。（http://azby.fmworld.net/support/xpdg/）

モバイル利用に配慮した堅牢設計

200

90

約
kgf
天板からの全面加圧試験

約
cm
パソコン電源OFF時の落下試験

＊これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験では
ありません。また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

＊ R/E50は「Windows® 7 Home Premium 正規版」を搭載しています。

ビジネスシーンに活躍する
「Office Personal 2007 with
PowerPoint 2007（SP2）」を搭載
ワープロ/表計算/メールを統合したソフトウェア
「Office Personal 2007」に加え、
「Office
PowerPoint 2007」を搭載。さらに、HDMI
出力端子を搭載しているため、対応機器での
プレゼンテーションを実施できます。※2

衝撃から大切なデータを守る
HDDプロテクションを搭載
※3 標準添付のバッテリパック装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。

長時間のバッテリ運用をサポートする
省電力ユーティリティを搭載

データセキュリティ対策に最適な
指紋センサーを搭載（R/E70）

スーパーマルチドライブや、
Bluetooth®への電源供給をコ
ントロールして、消費電力を
抑えます。

オプションでスティック形状の
軽量ACアダプタを用意 詳しくは

電子辞書として使える全18種の
辞書・辞典コンテンツを搭載
P.37

インターネットに接続していない状態で

カバンの中に入れてもかさばらない。持ち

も、本格的な電子辞書機能をご利用いただ

運びに便利なスティック形状の軽量ACア

けます。

ダプタ（別売オプション）。
ACアダプタ
［型名：FMV-AC327］

※2 対応機器との接続には市販のHDMIケーブルが必要になります。

軽量化！
＊画像はイメージです。

＊写真のパソコンは、FMVRE70Pです。＊仕様の詳細は、P.36でご確認ください。＊搭載ソフトウェアについては、P.31〜32でご確認ください。＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。
基本ＯＳ
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R/E70

Windows® 7 Professional 正規版
（Windows® XP Professional
ダウングレード権含む）

R/E50

Windows® 7
Home Premium 正規版

詳しいラインナップ一覧は

P.42

ディスプレイ

CPU

メモリ

12.1型ワイド
スーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

インテル® Core™2 Duo プロセッサー
SU9400（超低電圧版）
インテル® Celeron® プロセッサー
SU2300（超低電圧版）

4GB/
最大4GB
2GB/
最大4GB

ハードディスク
約320GB

ドライブ
スーパーマルチ
ドライブ

指紋センサー

総合ソフトウェア

無線LAN
（IEEE 802.11n/b/g準拠）、

○

Office Personal 2007 with
PowerPoint 2007（SP2）

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

ー

無線通信機能

詳しくは

www.fmworld.net/fmv/r/

