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★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などは、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、2010年3月現在のものです。
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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。

富士通製品情報ページ
http://www. fmworld.net/

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。

（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

＊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。

【購入相談窓口】

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/）

LOOX M/G30
FMVLMG30PK

LOOX Mシリーズ

●マニュアル類 ●USBクライアント用ケーブル 
●ACアダプタ（※26） ●保証書

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版

　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）

有り
LED

約 5.0 時間　※標準添付

約 10.0 時間　※オプション

●マイク・ラインイン兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※19）
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※19）

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ
内蔵バッテリパック：リチウムイオン 10.8V 2900mAｈ ※標準添付

内蔵バッテリパック（L）：リチウムイオン 10.8V 5800mAｈ ※オプション

●外部ディスプレイ端子（アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン）
RJ-45×1

USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）、USBクライアントポート×1
SDメモリーカード対応（※17）

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1＋EDR準拠

270×189×35.2mm[ 内蔵バッテリパック装着時 ]
270×189×48.2mm[ 内蔵バッテリパック（L）装着時 ]

約 1.2kg[ 内蔵バッテリパック装着時 ]
約 1.35kg[ 内蔵バッテリパック（L）装着時 ]

約 4.1 時間【内蔵バッテリパック】/約 5.0 時間【内蔵バッテリパック（L）】

l 区分 0.00068 （AA）

約 13.5W/約 44W/約 1.0W

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

標準内蔵（フラットポイント、スクロールパッド（※12））

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版 
インテル® Atom™ プロセッサー N450（HTテクノロジー対応）

1.66GHz
512KB
667MHｚ

SO-DIMMスロット×1（0）

最大 250MB（メインメモリと共用）（※4）（※5）

インテル® NM10 Express チップセット
標準1GB （1GB×1） /最大2GB（※2）（DDR2 SDRAM PC2-5300）

インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150
（CPUに内蔵）（※3）

約 200GB

LEDバックライト付TFTカラーLCD（スーパーファイン液晶）

1366×768ドット 1677 万色（※7）

最大 1680×1050ドット　1677万色
1360×768ドット  1677 万色（※7）

約 250GB（Serial ATA、5400回転 /分）（※9）

10.1 型ワイド

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック
（最大 192kHz/24 ビット（※11）

ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準 ]）

日本語キーボード（キーピッチ 約17.5mm／
キーストローク 約1.9mm／86キー、JIS配列準拠）

内蔵（有効画素数約 130万画素）
ステレオスピーカー内蔵、アナログマイク（モノラル）内蔵

IEEE 802.11n準拠（※13）（※14）、IEEE 802.11a準拠（※13）、
IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g 準拠
IEEE 802.16e-2005 準拠（※15）、

受信最大20Mbps（※16）/送信最大6Mbps（※16）（※14）

インター
ネット

安心
・

かんたん

基本OS

Windows® Internet Explorer® 8.0★

Windows Live™ メール
WDLC フォト ガジェット

Adobe® Flash® Player（※2）

ウイルスバスター™ 2010（※3）（※4）
ノートン™ インターネットセキュリティ 2010（※3）（※4）

マカフィー® サイトアドバイザ
プラス30日期間限定版 （※5）

ｉ-フィルター® 5.0  （※4）
AzbyClubツールバー★
@nifty でブロードバンド

●：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。
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。

利用目的ジャンル ソフトウェア名称 搭載
状況

Flashコンテンツを楽しむ
Microsoft® Silverlight™Silverlightコンテンツを表示する

危険なWebサイトからパソコンを守る

有害サイトへのアクセスを制限する

ウイルス対策や外部からの
不正なアクセスを防止する

ホームページを見る

Eメールを送受信する

@nifty で快適にインターネットを楽しむ
AzbyClubからお役立ち情報を受け取る

写真をデスクトップ上で楽しむ
Windows Live™ Writerブログを楽しむ

@メニュー★

ゆったり設定 2★

FMVサポートナビ★

知っておきたい 7つのポイント★

FM かんたんバックアップ★  （※6）

AzbyClubガジェット★
パソコン準備ばっちりガイド★

FMVユーザー登録★
アップデートナビ★

マイリカバリ★   （※6）現在の利用環境を保存・復元したり、
ご購入時の状態に戻す

パソコンを定期的に自動更新する
オンラインでユーザー登録する

文字やアイコンの大きさ、マウス
ポインターの速度などを設定する

各種設定をわかりやすく案内する

データやインターネットの設定を
かんたんに保存・復元する

ジャンルや目的からソフトウェアを
選んで起動する

お使いの機種に関する情報などを表示する

さまざまなサポートツールを
かんたんに起動できる

Windows® 7 の機能を学習する

■ソフトウェア一覧

Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版★（※1）

◎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。　●本カタログのディスク容量は、一般的に1MB＝10002 バイト、1GB＝10003 バイト換算です。1MB＝10242 バイト、1GB＝10243 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。　●プレインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、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。　●プレ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。　●プレインストールおよび、添付ソフトウェア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® 7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。　●Windows® タッチなどのWindows® 7 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。詳細はhttp://windows.microsoft.com/systemrequirements をご
覧ください。　●OS の種類によっては、利用できる機能が異なります。　●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。　●本製品は、VCCI 協会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。　●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。　●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
内容については保証されません。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。　●本カタログに掲載された製品は、地域により品薄、品切れになることがありま
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。　●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。　●液晶パネル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。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予め了承ください。（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、HDD など）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境など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
時間連続使用など、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、または国外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、ドライバー、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。予めご了承ください。　●ユーザー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。

■ 無線 LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意
●5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみご使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
他の無線 LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以
下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。　●万一、本製品と「他の無線局」との間に
電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。●無線 LANの 2.4GHz 帯
を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS 方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は
40mです。　●Bluetooth® 対応製品は2.4GHz 帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS 方式
を採用しており、与干渉距離は10mです。　●無線 LANでの通信とBluetooth® 機能での通信を同時に利用できない場合があります。　●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。　●無線 LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、http://www.fmworld.net/annc/wlan/index.html をご覧く
ださい。

■ 商標について
●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、インテル Atom 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 Live、Internet Explorer、Windows Media、Windows 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。●Adobe、Flash および Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国なら
びに他の国における商標または登録商標です。●「WiMAX」はWiMAX フォーラムの登録商標です。●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。●「i モード」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。●SD ロゴは商標です。●SDHC ロゴは商標です。●「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、一般に各メーカーの商標です。

■ 著作権に関するご注意
●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。

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.

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
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基本OS

※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フリーソフトのため、サポートは行っておりません。　※3ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「ノートン™ インターネットセキュリティ
2010」か「ウイルスバスター™ 2010」のいずれかになります。　※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 90日間です。　※5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。　※6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。　※7パケットライト形式での記憶機能は備えて
おりません。ご利用の際にはDVDドライブが必要となります。対応ドライブについてはサポートページ（http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/index2.html）でご確認ください。

AV
機能

趣味
・
実用

電子辞書★

らくらく手書き入力 ★かんたんに手書きの文字入力ができる

利用目的ジャンル ソフトウェア名称

各種
設定
・

ユーティリティ

ワンタッチボタン設定★

ネットワーク診断★

省電力ユーティリティ★

IndicatorUtility★

バッテリーユーティリティ★

ソフトウェアディスク検索★

ワンタッチボタンを設定する
ネットワークに関する
トラブル解決のサポートをする

Plugfree NETWORK★ネットワーク設定の自動切り替えや、
ネットワークに関するトラブル解決のサポートをする
PDFファイルを表示する
ソフトウェアをかんたんにインストールする

Adobe® Reader®  （※2）

音量状態などを表示する

他のパソコンのDVDドライブを利用できる

USBメモリの替わりになる

DVDドライブ共有機能設定★

USBメモリ機能★

デバイスへの電源供給などをコントロ－ルする

バッテリの充電を制御し、
バッテリを長持ちさせる

明鏡国語辞典MX
ジーニアス英和・和英辞典MX（2種）
新漢語林MX
三省堂デイリー 3か国語辞典（6種）
三省堂デイリー 3か国語会話辞典（2種）

学研パーソナル統合辞典（4種）

Windows Media® Player 12★
Windows Live™ Messenger

Windows Live™ Photo Gallery

映像と音楽を楽しむ
オンラインチャットを利用する

画像を編集・加工する

Windows Live™ Movie Maker動画を編集・加工する

Roｘio Creator LJ★（※7）DVD や CDに音楽やデータを
かんたんに保存する

辞書・辞典を起動する

漢和辞典を使う

フランス語やドイツ語など
多彩な辞書・辞典を使う

英和・和英辞典を使う
国語辞典を使う

国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う
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※a Bluetooth®ワイヤレステクノロジーの特性上、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。

※b 規格による理論値であり、実行速度は通信環境により異なります。

規格
規格値（※b）
対応プロファイル
周波数帯域
推奨通信距離

Ver.2.1＋EDR準拠
2.1Mbps

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP
2.4GHz

屋内 10m以内

■Bluetooth®ワイヤレステクノロジー仕様一覧（※a）

■無線LAN仕様一覧（※A）

※A 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。　※B IEEE 802.11n 準拠でのアドホック通信はできません。　※C チャンネル 14はサポートしておりません。　※D 5GHz帯ではW52/W53/W56 をサポートしており、同じチャンネルを利用できる無線
LAN 対応製品とのみ通信が可能です。また、IEEE 802.11a のアドホック通信に対応していません。W53/W56では、外来電波などによって無線LANアクセスポイントのDFS機能が働き、通信が中断する場合があります。※E  IEEE 802.11n 
準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。　※F 規格による理論値であり、実行速度は通信環境により異なります。IEEE 802.11n 準拠の場合は、本製品と
同等の構成を持った機器との通信を行った時となります。

IEEE 802.11n 準拠（※B） IEEE 802.11a 準拠

Wi-Fi ® 準拠

FMVLMG30PK（※D）

WEP（64/128 ビット）対応、WPA/WPA2（TKIP/AES）対応、IEEE 802.1X（TLS/PEAP）対応（※E）

IEEE 802.11b 準拠（※C）

MIMO方式 ダイバーシティ方式

IEEE 802.11g 準拠

300Mbps 54Mbps 11Mbps 54Mbps

5GHz/2.4GHz 5GHz 2.4GHz

屋内 50m 以内 屋内 15m以内 屋内 25m以内

規格

内蔵アンテナ

セキュリティ機能

規格値（※F）

周波数帯域

推奨通信距離

対応モデル

※1 日本語版です。　※2 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、当社純正の増設メモリ（別売）を実装する必要があります。　※3 本製品のグラフィック・アクセラレーターはDirectX 9をサポートしています。DirectX 10を必要とするゲームやソフトウェアは動作しません。 詳細は
http://windows.microsoft.com/systemrequirementsをご覧ください。　※4 Intel® Dynamic Video Memory Technology（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。　※5メインメモリを2GBにした場合のメモリ容量は、最大256MB(メインメモリと共用)になります。　※6 液晶ディスプレイの解
像度での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。　※7 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。 　※8 クローン表示の値であり、マ
ルチモニター表示の値ではありません。　※9 「NTFS」を採用しています。Windows RE領域とリカバリ領域に約16GB使用しています。残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50％ずつ割り当てています。　※10 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。　※11 再生時。録音時は最大48ｋ
Hz/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。　　※12 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。　※13 W52/W53/W56をサポートしています。　※14 WiMAXと無線LANの同時使用はできません。　※15 UQ WiMAXに対応。ご利用には通信サー
ビス会社とのご契約が必要です。　※16 本製品による最大速度であり、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態によって異なります。また、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。　※17 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おりません。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHC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。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大
2GB、SDHCメモリーカードは最大32GBまでとなります。　※18 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。または、USB2.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。　※19 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。 　※20 出荷構成でOSを起動させた状態での値です。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。　※21 電源
OFFまたは、スリープ時。　※22 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値です。　※23 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　※24 各製品で質量が異なる場合があります。　※25 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及びドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。　※26 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。　　注1 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2 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。

■ハードウェア仕様一覧

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

品名

型名

シリーズ名

基本OS（※1）
ＣＰＵ

グラフィック・アクセラレーター

ビデオメモリ

キーボード

ポインティングデバイス

Bluetooth® －別表参照－

ダイレクト・メモリースロット
USB（※18）

映像出力
LAN

オーディオ

LAN 

無線 LAN －別表参照－

WiMAX

液晶ディスプレイ（※6）

システムバス
チップセット

メモリスロット数（空き）
メインメモリ（標準 /最大）

ハードディスクドライブ

オーディオ機能

スピーカー /マイク
カメラ

電源供給方式

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2007年度基準）（※23）
外形寸法（幅×奥行×高さ）
（突起部含まず）

バッテリパック

バッテリ充電時間（※21）
消費電力（標準時（※22）/最大時 /スリープ時）

バッテリ
稼働時間
（JEITA測定法 1.0）
（※20）

本体質量
（バッテリパック含む）（※24）

温湿度条件

状態表示
盗難防止用ロック取り付け穴

サポートOS（※1）（※25）

主な添付品

動作周波数
2次キャッシュメモリ

解像度 /表示色
パネルサイズ
外部ディスプレイのみ
同時表示（※8）

空き容量（※10）

内蔵バッテリパック

内蔵バッテリパック（L）

表
示
機
能

入
力
装
置

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

通
信
機
能

外部ディス
プレイ表示

搭載
状況




