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キキレイな画質で長時間10倍録画。レイな画質で長時間10倍録画。※2  ※3
FMV独自のLSI「DixelHD エンジン2」により、フルハイビジョンのキレイな画質のままで
長時間10倍録画を実現しています。約1GBで約1時間録画できるので、
ハードディスクの空き容量を気にせず録画することができます。

テレビを楽しむなら、10倍ダブル録画できるFMV。
約1789時間※1の録画がデキル。だから録り逃さない、  見逃さない。
例えば、好きなチームの1シーズン全ての試合を   録画しても、毎日ドラマを3ケ月間録画しても、まだまだ録れます。



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

Windows® Media Centerで地上デジタル放送が楽しめます。
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あなたとPCに、シンプルな毎日を。

※1 FH99/CM、FH98/CM、FH58/CMにおいて、「超長時間モード（2.4Mbps）」でリアルタイム録画した場合。※2 BS・110度CSデジタル放送を「高画質モード（24Mbps）」で録画した場合と、  
　 　「超長時間モード（2.4Mbps）」でリアルタイム録画した場合を比較した数値。※3 搭載機種、機能詳細については、P.21～22をご確認ください。
＊機種により機能、搭載ソフトウェアが異なります。詳細については、P.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

ダブル録画で見逃さない。ブル録画で見逃さない。※3
地上・BS・110 度 CS デジタル放送に対応したテレビチューナーを 2 つ搭載。
見たい番組が重なっても、放送波を気にせず 2 番組同時に録画できるので見逃しません。
もちろん、2 番組同時に長時間 10 倍録画することもできます。

FH98/CM
Espresso Black エスプレッソブラック
Windows® 7 Home Premium 正規版 搭載

テレビを楽しむなら、10倍ダブル録画できるFMV。
約1789時間※1の録画がデキル。だから録り逃さない、  見 見逃さなさない。
例えば、好きなチームの1シーズン全ての試合を  録画して録画しても、毎日ドラマ毎日ドラマを3ケ月間録画して間録画しても、まだまだ録れまだまだ録れます。



高高性能と使いやすさをを両立。
家でも外でも、LI FEE BOOK。
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AH77/C
Premium Red プレミアムレッド

SH76/C
Graphite Black
グラファイトブラック

軽量＆長時間駆動。
外へ気軽に持ち出せるように、薄型・軽量ボディーと長時間駆動にこだわり
ました。もちろん、モバイル利用に配慮した堅牢設計を採用しています。

外でも快適な
高速モバイル通モバイル通信。
外でもインターネットを楽しめるWiMAXを搭載。
駅やカフェなど広いエリアでワイヤレス通信を楽しむことができます※1。

使うひとにやさしいこだわり。り。
快適な押し心地で入力できるキーボードや、マウスを使わずにウェブサイト
などの画面を上下にスクロールできる「スクロールパッド」を採用しています。
外での利用でも快適に操作できるこだわりを搭載しています。

※1 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。
＊機種により機能が異なります。詳細については、P.15～16をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

外でも



高性能と使いやすさを両立。
家でも外でも、LI FE BOOK。

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

FMVらくらくパソコン

　　   テレビを楽しむ

3Dを楽しむ

タッチで楽しむ

写真／動画を楽しむ

サポート＆サービス
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ソフトウェア

仕様一覧表

使用上のご注意

エコロジー

デキル！POINT

ラインナップ

DH
24型ワイド／22型ワイド

スリムタワーデスク

P.09 P.10NH
17.3型ワイド

大画面エレガントノート

TV

PH
12.1型ワイド／11.6型ワイド

ハイスペックサブノート

P.17-18 MH
10.1型ワイド

デザインネットブック

P.19

SH
13.3型ワイド

大画面モバイルノート

P.15-16LH
14型ワイド
コンパクトノート

P.14

FH 
エンターテインメントデスク　23型ワイド／20型ワイド

P.05-08

TV 3D TV 3D

TV

c o n t e n t s

おすすめ
Point!
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AH
エンターテインメントノート　15.6型ワイド

P.11-14

明るくキレイな大画面液晶。イな大画面液晶。
明るく美しい大画面高輝度液晶を搭載しているので、お気に入りの映像をキレイな
画質で楽しむことができます。また、LEDバックライトを搭載し、消費電力を抑えています。

＊機種により機能が異なります。詳細については、P.11～14をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

次世代・高性能CPU搭載。載。
ハイビジョンムービー（AVCHD形式）の再生や編集もストレスなく快適に行える次世代・
高性能・クアッドコアCPU「インテル® CoreTM i7 -2630QM プロセッサー」を搭載。
進化した「インテル®  ターボ・ブースト・テクノロジー2.0」が負荷に応じてプロセッサーの
動作周波数を引き上げ、最適なパフォーマンスを実現します。

TV 3D TV

家でも

AHシリーズ

SHシリーズ

EH



23型ワイド FH98/CM
Espresso Black　エスプレッソブラック

23型ワイド/20型ワイド

FH
series
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長時間10倍ダブル録画で、テレビを楽しむ

地上・BS・110度CSデジタル放送に対応

詳しくは P.21～22テレビを楽しむ

テレビも3Dも存分に楽しめる。
豊富な機能を備えたエンターテインメントPC。

FH99/CM、FH98/CM、FH76/CDにFull HD
液晶を搭載。2 3インチ画面でフルハイビジョン
（1920×1080ドット）の映像を高画質で楽しめます。

グッドデザイン賞受賞
FH99/CM
FH98/CM
FH76/CD

Full HD 液晶搭載

約2TB、約1.5TBの大容量ハードディスクを搭載。※1

大容量なので、容量を気にせず録画やデータの保存ができます。

大容量ハードディスク搭載

テレビ

楽しみ方に合わせて選べる充実のラインナップ

録画した番組をSDカードやUSBケーブル
で接続した携帯電話※3に書き出せるので、
外出先でも手軽に楽しむことができます。
＊動作確認済みの機器については、
http://azby.fmworld.net/support/soft/dtvb_mobile/をご確認ください。

＊SDXCには対応しておりません。SDまたはSDHCのカードを
ご使用ください。

約178
時間

フルハイビジョン画質のまま長時間10倍録画を実現する
FMV独自のLS I「D ix eｌHD エンジン2」を搭載。
長時間10倍録画なので容量を気にせず録画できます。

※2

最高画質

約1789時間
超長時間モード（10倍録画）
■2TBハードディスクへの録画時間の比較

キレイな画質で長時間10倍録画を実現

高画質で長時間録画できる
富士通製LSI「DixelHD エンジン2」

地上・BS・110度CSデジタル放送対応のテレビチューナーを2つ搭載。見たい
番組が重なっても2番組同時録画できます。さらに、 2番組同時長時間10倍
録画にも対応。

見たい番組が重なってもダブル録画なら安心

ケータイ書き出し

SDカード/
USBケーブル
SDカード/

＊写真の携帯電話は「F-01C」です。

FH98/CM FH76/CDFH99/CM FH58/CM FH55/CD

FH99/CM FH98/CM FH76/CD FH52/CTFH58/CM FH55/CD

23
WIDE

20
WIDE

23
WIDE

20
WIDE
20
WIDE

20
WIDE

タッチ タッチ3D 3D

フルハイビジョンの映像をよりあざやかに

なし

FH99/CM、FH98/CMは、高画質化ボード「Dixel エンジンボード2」を搭載し、
フルハイビジョン（1920×1080ドット）の映像をよりあざやかに表現します。

＊効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

色とびのない自然な色を表現

あり なしあり

黒つぶれしない微細な表現

録画

キキレイにイに
Full  HD

＊FH99/CMは
　エスプレッソブラックのみ。



＊効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

20型ワイド

FH58/CM
Snow White　スノーホワイト

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

www.fmworld.net/fmv/fh/詳しくは 06

3D動画や3D写真を共有する

3D放送を見る 3Dカメラでオリジナルの
3D動画や3D写真を作る

3Dを楽しむ

通常のDVDコンテンツや
写真を３Ｄに変える

FMVの3Dメガネは電池不要で軽量

「Blu-ray 3D™」対応のコンテンツを見る

※1 FH99/CM、FH98/CM、FH58/CMは約2TB、FH76/CD、FH55/CDは約1.5TBのハードディスクを搭載しています。※2 BS・110度CSデジタル放送を「最高画質モード（24Mbps）」で録画した場合と、「超長時間モード（2.4Mbps）」でリアルタイム録画した場合を比較した数値。搭載機種・機能
詳細については、P.21～22をご確認ください。※3 携帯電話をパソコンとUSB接続して使用するモードに設定しておく必要があります。設定手順などは各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。※4 FH99/CMで利用するには、サポートページ（http://azby.fmworld.net/support）から「TriDef 
3D」（4月上旬以降に提供予定）をダウンロードしてインストールする必要があります。※5 デスクトップ液晶一体型パソコンとして。2011年1月現在。当社調べ。＊写真のパソコンは、FMVF99CM、FMVF98CMB、FMVF76CDR、FMVF58CMW、FMVF55CDR、FMVF52CTBです。＊仕様の詳細
は、P.33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。詳細についてはP.31～32をご確認ください。＊画面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）、分波器（別売）などが必要になります。

FMVなら、「3つの3D体験」が楽しめる3D FH99/CM FH58/CMFH98/CM

３D放送に対応し、立体感のあるテレビ番組が楽しめます。また、3D番組をハード
ディスクに録画して、後で楽しむこともできます。

＊「Ｂlu-ray 3Ｄ™」コンテンツは「Fujitsu PowerDVD9 3D Player」で再生できます。

FH98/CM、FH58/CMは本体に1個同梱し、
別売オプションで追加購入もできます。

3Dメガネをかけずに楽しめる3Dモデル「FH99/CM」登場。本体添付の
「３Dコンバージョンパネル」をディスプレイに装着して3Dを楽しめます。

「3Dカメラビューアー」を使うと3D
カメラでオリジナルの3D動画や3D
写真を作成して楽しめます。

３D機能搭載のFMVシリーズ同士
なら、「３Dカメラビューアー」で作った
オリジナルの３D動画や３D写真を、
Bｌu-ｒay Discに保存して送ったり、
３D写真をメールに添付できるので、
家族や友達同士などで３D動画や
３D写真を共有することができます。
＊FH98/CM、FH58/CMで撮影した3D動画や3D写真を共有
して楽しむには3D機能搭載のFMVシリーズ（FH99/CM
除く）が必要です。FH99/CMで撮影した3D動画や3D写
真を共有して楽しむにはFH99/CMが必要です。

通常の映像 3Ｄに変換

＊DVDの3D変換は「Fujitsu PowerDVD9 3D Player」で再生できます。＊Ｂlu-ray Discの３D変換
には対応しておりません。＊効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。＊FH98/CM、FH58/CMは
静止画の3D変換は、「TriDef 3D Media Player」で再生できます。静止画の対応ファイルは、BMP
形式、JPEG形式、PNG形式です。また、対応可能な解像度は4096×4096ドット以下になります。

映画などのDVDコンテンツや
写真などの静止画データを、３D
映像に変換して楽しめます※4。 

見 る

変える

作 る

型名：FMV-3GLS03 希望小売価格：3,980円（税抜3,791円） ESPRIMO専用

「Ｂlu-ray 3Ｄ™」に対応しているので、自宅で
Ｂlu-rayの3Ｄタイトルを楽しめます。

3D対応カメラで撮影した3D映像を見る
市販されている3D対応カメラで撮影した映像の3D表示にも対応。自分で撮影
したオリジナルの3D映像をFMVで楽しむことができます。

DVDやBlu-ray
Discに保存

P.23～24詳しくは

FH99/CM

3Ｄに変換

で再生できます ＊Ｂlu ray Discの３D変換

メガネがいらない3Dパソコン登場

世界初※5
●エスプレッソブラック
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Blu-ray Discドライブを搭載

ゲーム機やAV機器を接続して
楽しめるHDMI入力端子を搭載。

＊画像はイメージです。

＊FH99/CM、FH98/CMのみ

＊FH52/CT除く

こだわりのデザインで
高音質を実現
画面とスピーカーで構成する
「L字型デザイン」を採用。高出力
スピーカーを搭載することに
より、高音質・大音量で音楽や
映画を楽しむことができます。
また、FH99/CM、FH98/CMは
6Wスピーカー×2を搭載して
いるので、より迫力のある音を
楽しむことができます。

「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0」に対応なので、CPUに高い負荷の
かかる作業も、自動で高速になり快適です。

地デジをあざやかに楽しめる「画質設定ユーティリティ」
最適なコントラストと彩度に調整するので、地上デジタル放送やBlu-ray Discの
映像をよりあざやかに楽しめます。

＊効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。＊FH99/CM、FH98/CM除く

あり なし

人感センサー対応Webカメラ※2

ON OFF
人の顔を検出する富士通独自の
技術「Sense YOU Technology」を
搭載。パソコンの前から離れると
画面が「オフ」になり、席に戻ると
自動的に「オン」になります。また、
パソコンの長時間使用を知らせる
「休憩おすすめタイマー」機能も
搭載しています。

充実性能の23インチモデル こだわり機能

FH98/CMFH99/CM

FH76/CD

「ナノイー」発生
ユニットを搭載

本体背面に「ナノイー」発生ユニットを搭載。

●菌★・カビ菌※A・花粉※B・ウイルス★★を
　抑制し、空気を清潔に保ちます。

●付着したニオイも脱臭※Eします。

「ナノイー」とは
「ナノイー」は、空気中の水分を集めてできた水に
包まれた微粒子イオンです。

※A 試験依頼先:（財）日本食品分析センター ●試験方法:6畳の実験室においてカビ菌数の変化を測定。

●除菌の方法:ナノイーを放出。 ●対象：浮遊したカビ菌。 ●試験結果:60分で99%以上抑制。第

205061541-001。※B 試験機関:パナソニック電工解析センター（株） ●試験方法：45Lの試験容器内

で直接曝露しELISA法で測定。 ●抑制の方法:ナノイーを放出。 ●対象：衣類などに染み付いたアレル

物質（花粉）。 ●試験結果:120分で99%以上抑制。E02-080303IN-03。※C ＜浮遊菌＞●試験機関:

（財）北里環境科学センター ●試験方法:10㎥試験空間内で直接曝露し捕集した菌数を測定。 ●除菌

の方法：ナノイーを放出。 ●対象:浮遊した菌。 ●試験結果:240分で99%以上抑制。北生発21_0142号。

＜付着菌＞●試験機関:（財）北里環境科学センター ●試験方法：1㎥試験容器内の布に染み込んだ

菌数を測定。 ●除菌の方法：ナノイーを放出。 ●対象：標準布に染み付いた菌。 ●試験結果：24時間

で99.9%以上抑制。北生発20_0154_2号。試験は1種類のみの菌で実施。※D  ＜付着ウイルス＞

●試験機関:（財）北里環境科学センター ●試験方法:1㎥試験容器内で直接曝露しTCID50（50%組織

培養感染量）で測定。 ●抑制の方法:ナノイーを放出。 ●対象：付着したウイルス。 ●試験結果：120分

で99.9%以上抑制。北環発21_0084_1号。※E ●試験機関:パナソニック電工解析センター ●試験

方法：250Lの試験容器内で6段階臭気強度表示法による検証。 ●脱臭の方法:ナノイーを放出。 ●対象：

付着したタバコ臭。 ●試験結果:30分で臭気強度1.9に低減。E02-090313MH-01。臭気強度が1下がる

とは、90%の低減を意味します（臭気強度1ランクとは「やっと感知できる非常に弱いニオイ」のレベル

です）。 ●臭気効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気・繊維の種類によって異なります。

●ナノイーはウイルス等を抑制する機能はありますが、感染予防を保証するものではありません。 ●実際の効果は、
お部屋の状況やご使用方法によって異なります。 ●本商品は医療機器ではありません。

＊「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック電工株式会社の商標です。
＊「ナノイー」について、詳しくは製品情報ページ　（http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1101/fh/index.html）をご覧ください。
＊FH99/CM、FH98/CM、FH76/CD のみ

カーテンやソファに付着したニオイまで
脱臭※Fします。

★10㎥の密閉空間での試験による240分後の効果
であり、 実使用空間での効果ではありません。※C

★★1㎥の密閉容器の試験による120分後の効果であり、
実使用空間での効果ではありません。※D

0

3.6

1

2

3

6
段
階
臭
気
強
度

30分で気にならないレベルに脱臭

「ナノイー」なし 「ナノイー」あり

付着臭脱臭効果（タバコ）「ナノイー」技術によって、

ゲーム機のモニターとしても
使えるHDMI入力端子

www.fmworld.net/fmv/fh/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.41～42デキル！ POINTの詳細は P.40

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなど、USB充電に対応している機器の
充電が可能です。

PC電源オフ時でも携帯電話などを
充電「電源オフUSB充電機能」

＊FH99/CM、FH98/CM、FH76/CD のみ

23型ワイド/20型ワイド

臨場感・立体感あるDTSサラウンド
映画Blu-ray Discでの音声フォーマットで
約9割のシェア※1を誇るDTS社の技術を
採用しました。「DTS Surround Sensation ｜ 
UltraPC™」により、まるで映画館やライブ
会場にいるような迫力と広がりのある音を
体感できます。

「Windows® 7 Home Premium 
64ビット 正規版」を搭載

次世代・高性能CPUで快適な操作性を実現 

クアッドコアCPU「インテル® 
Core™ i7-2630QM プロセッサー」搭載
デュアルコアCPU「インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー」搭載 

「Microsoft® Office 
Home and Business 2010」を搭載

＊FH99/CM、FH98/CMのみ

Webカメラに向けて手を動かせば、
音楽や映像の早送りや停止、音量
調整などができるので、手が汚れて
いてキーボードやマウスに触れられ
なくても、手軽にパソコンを操作でき
ます。

映像や音楽を手軽に操作
ジェスチャーコントロール機能※3搭載

周囲に合わせて画面の明るさを調整する「明るさセンサー」を搭載。目にやさしく、
いつでも快適な明るさでテレビを楽しむことができます。

「明るさセンサー」搭載



電源オフ
USB充電機能

OFF

23型ワイド
スーパーファインVX液晶

20型ワイド
スーパーファインVX液晶

FH52/CT
FH55/CD
FH58/CM
FH76/CD
FH98/CM
FH99/CM

Windows® 7
 Home Premium

正規版

基本ＯＳ HDD

約2TB

約1.5TB

約2TB

約1.5TB

約1TB

●

3D タッチ

インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応）

インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応）

インテル® Pentium® プロセッサー P6200

CPU ドライブ

スーパーマルチドライブ

Blu-ray Disc
ドライブ

ディスプレイ

4GB/最大8GB
（DDR3）

メモリ

Office Home and 
Business 2010

統合ソフトウェア

×2

×2

テレビ
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MADE IN JAPAN Webカメラ 辞 書

辞 書

快適キータッチ フルサイズテンキー

20型ワイド

EH
series

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

www.fmworld.net/fmv/eh/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.42デキル！ POINTの詳細は P.40 08

シンプルにテレビを楽しめる

「Windows® 7 Home Premium 
64ビット 正規版」を搭載

地デジ対応 Windows® Media Center※4を搭載
手軽に地上デジタル放送を楽しめます。

最新デュアルコアAPU※5搭載「Microsoft® Office 
Personal 2010」を搭載

＊写真のパソコンはFH98/CM
　（スノーホワイト）です。

※1 2010年オリコン上半期Blu-ray DiscランキングTOP300のうち、映画Blu-ray Discの売上シェアについて集計。オリコン調べ。※2 「3Dカメラビューアー」（FH99/CM、FH98/CM、FH58/CM）や「PointGrab ハンドジェスチャーコントロール 
for FUJITSU」と同時に使用できません。※3 対応しているソフトウェアは｢Windows Media® Player 12」、「Windows® Media Center」、「Corel® WinDVD®」、「DigitalTVbox」、「Windows® フォト ビューアー」、「Microsoft® PowerPoint® 2010」で
す。FH99/CM、FH98/CM、FH58/CMは、「Fujitsu PowerDVD9 3D Player」にも対応しています。＊写真のパソコンは、FMVF98CMW、FMVF98CMB、FMVF76CDRです。＊仕様の詳細は、P.33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。詳細については、P.31～32をご確認ください。＊画面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）、分波器（別売）などが必要になります。

スタイリッシュな
ニューデザインを採用

人の顔を検出し、画面を自動オン・オフしたり、パソコンの長時間使用を
お知らせします。

上30°まで画面を傾けることが
でき、見やすい角度やタッチ
操作しやすい角度に調整でき
ます。パソコン操作や、テレビを
視聴するときなど、角度調整
ができるので便利です。

上30°チルト機能

本体が左右に各80°まで回転
するので、メディアの出し入れや
周辺機器の接続がかんたん
にできます。

スイーベル機能

こだわり機能 タッチ操作も楽しめる FH76/CD FH52/CT

Corel® Paint it!™ touch for FUJITSU

Webカメラ快適キータッチ フルサイズテンキー

人感センサー対応Webカメラ

選べるカラーバリエーション

APUは、デュアルコアCPUに外付けグラフィックス相当のコアが融合
しているので、グラフィック性能にすぐれています。シングルチャネル
対応のメモリでWeb動画をなめらかに表示し、快適に楽しめます。

解像度の低いネット動画をくっきり
高画質に再生することができます。
＊効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

テレビ

※4 地デジ対応 Windows® Media Centerでは、テレビの視聴や録画、録画番組の再生やダビングには、ライセンス認証を行うために、インターネットに接続する必要があります。また、リカバリを行うと、それまでに保存されていた番組の
再生ができなくなります。※5 APU（An Accelerated Processing Unit）は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサです。※6 「くっきり機能」を使った場合、HD画質の動画を再生すると、
コマ落ちが発生する場合があります。HD画質の動画を再生する際は、「くっきり機能」を無効にしていただくことをお勧めいたします。「くっきり機能」の設定方法については、http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1101/eh/ccc/index.htmlを
ご参照ください。＊写真のパソコンは、FMVE30CTW、FMVE30CTBです。＊仕様の詳細は、P.33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。詳細については、P.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

Windows® 7
Home Premium 

正規版

20型ワイド
スーパーファインVX液晶

スーパーマルチ
ドライブ

4GB/最大8GB
（DDR3）

約500GB Office Personal 2010AMD デュアルコア・プロセッサ E-350 +
AMD Radeon™ HD 6310 グラフィックス（※5）EH30/CT

基本OS ディスプレイ APU（※5） メモリ HDD ドライブ 統合ソフトウェア

左右各80°

直接画面にタッチして写真に
文字や絵を書くことができます。
そのときの気持ちをかけば、
写真を日記の代わりにして楽しむ
こともできます。

タッチで書いて
写真を楽しむ

プレインストールされているソフト
ウェアの「タッチタウン」で、
音を楽しみながらタッチ操作に
慣れ親しむことができます。

「タッチタウン」で
音とタッチを楽しむ

＊FH99/CM、FH98/CMのみ

※6

Ocean Black　

オーシャンブラック

Snow White　

スノーホワイト

Snow White　

スノーホワイト

搭載

インテル® Core™ i5-560M プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応）

ー
ー ー

ー

ー
● ー

●

●

●ー

タッチで楽しむ 詳しくは P.25～26



大画面液晶に
高性能CPUを搭載した
ハイスペックPC。

24型ワイド/22型ワイド

DH
series

09

こだわりの最高性能

＊写真のパソコンは、FMVD77C、FMVD53Cです。＊仕様の詳細は、P.33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。詳細については、P.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

DH77/C

DH53/C

Windows® 7
Home Premium

 正規版

基本OS

24型ワイド
スーパーファインVX液晶

22型ワイド
スーパーファインVX液晶

ディスプレイ

インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応）

インテル® Core™ i3-550 プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

CPU

4GB/最大16GB
（DDR3）

2GB/最大8GB
（DDR3）

メモリ

約1TB

約500GB

HDD

Blu-ray Disc
ドライブ

スーパーマルチ
ドライブ

ドライブ

Office Home and 
Business 2010

統合ソフトウェア

www.fmworld.net/fmv/dh/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.42デキル！ POINTの詳細は P.40

「Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版」を搭載

次世代・高性能クアッドコアCPU
「インテル® Core™ i7-2600 
プロセッサー」を搭載

「Microsoft® Office
Home and Business 2010」を搭載

大画面 24型ワイド
SUPER Full HD
液晶を搭載
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、高解像度の
画像や映像を快適に表示します。

ベーシックな機能をコンパクトに

ハイビジョンムービー（AVCHD形式）対応
ハイビジョンムービーカメラからのデータの取り込みから編集、保存までかんたんにできる
ソフトウェアを搭載。思い出のハイビジョンムービーを思いのままに編集して楽しめます。

省電力設定
パソコン本体の電源オフ時と待機時にディスプレイの電源供給も自動
で停止する電源連動「サービスコンセント」を搭載。本体後方の「メイン
スイッチ」をオフにすることで、待機時の電力をゼロにすることもできます。

進化した次世代クアッドコアCPUがより快適な操作性を実現します。「インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー2.0」により、ハイビジョンムービーの編集など、CPUに高い負荷の
かかる作業も自動で高速化し、更に、「インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー」
対応なので、より多くの作業をよりスマートに処理できます。

ＵＳＢ3.0の2ポートを含む、8ポートを搭載。USB2.0ポートのうち1ポートは電源オフ
USB充電機能に対応しているので、電源オフでもUSB機器の充電が可能です。 

機能美を追求したニューデザイン
高級感ただよう黒色に、キラリと光る正面のパーツがハイスペックの輝きを表現した
本体デザインです。

USBポートを8ポート搭載

大画面液晶を搭載高速CPU「インテル® 
Core™ i3-550 プロセッサー」を搭載

DH53/C

DH77/C

快適キータッチMADE IN JAPAN 辞 書フルサイズテンキー

A3サイズの
データを
原寸大表示

Blu-ray Disc ドライブを搭載
大容量のデータもBlu-ray Discに保存ができて、
Blu-ray Discコンテンツも楽しめます。

DH77/C
Luxury Black
ラグジュアリーブラック

電源オフ
USB充電機能

OFF

＊DH77/Cのみ



※1 2010年オリコン上半期Blu-ray DiscランキングTOP300のうち、映画Blu-ray Discの売上シェアについて集計。オリコン調べ。※2 対応しているソフトウェアは｢Windows Media® Player 12」、「Windows® Media Center」、「Corel® 
WinDVD®」、「DigitalTVbox」、「Windows® フォト ビューアー」、「Microsoft® PowerPoint® 2010」です。＊写真のパソコンはFMVN77CDです。＊仕様の詳細は、P.34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。詳細に
ついてはP.31～32をご確認ください。＊画面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。＊BS・110度CSアンテナ
への電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は次のURLで事前にご確認ください（http://azby.fmworld.net/support/hard/bscs/）。

Windows® 7
Home Premium

正規版

17.3型ワイド（1920×1080ドット）
フルフラットファインパネル（LEDバックライト）

無線LAN
（IEEE 802.11
b/g/n準拠）

Blu-ray Disc
ドライブ

4GB/最大8GB
（DDR3）

約750GB
Office Home and
Business 2010

インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応）

NH77/CD

基本OS ディスプレイ CPU メモリ HDD ドライブ 無線通信機能 テレビ 統合ソフトウェア

17.3型ワイド

NH
series

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

臨場感溢れるサウンド性能

フルフラットファインパネル

スピーカー×2、ツイーター×2、サブウーファー×1で構成する充実のスピーカー
システムを搭載。2Wツイーター付スピーカー×2が奏でる高音から中音を4W
サブウーファーの低音が包み込み、より迫力のあるサウンドを楽しめます。

大画面液晶と迫力のスピーカーシステム

楽しさ広がるデジタルAVライフ

フルフラットファインパネルが
高級感を演出。AV利用に最適な
大画面エレガントデザインノート。

画面全体を覆う継ぎ目のない液晶パネルが
エレガントな印象を際立たせます。フルハイビ
ジョン（1920×1080ドット）の大画面なので、高
画質・大迫力の映像を思う存分楽しめます。

映画Blu-ray Discでの音声フォーマットで約9割のシェア※1

を誇るDTS 社の技術を採用しました。「DTS Surround 
Sensation｜UltraPC™」により、まるで映画館やライブ
会場にいるような迫力と広がりのある音を体感できます。

FMV独自のLSI「Dixel HDエンジン2」により、ハイビジョン画質のまま長時間
10倍録画が可能です。内蔵の大容量約750GBハードディスクにお気に入りの
番組をたっぷり録りためられます。

NH77/CD
Bitter Black
ビターブラック

詳しくは P.21～22テレビを楽しむ

快適キータッチ
電源オフ

USB充電機能

OFF

1920

1080 17.3
WIDE
17.3
WIDE
17.3
WIDE
17.3
WIDE
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111777777777777777777777.................3333333333333333333377777777777777777...............33333333333333337777777777777777777................333333333333333337777777777777777777................3333333333333333377777777777777777.............33333333333333377777777777777777.............33333333333333377777777777777777.............333333333333333
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17.3
WIDE
17.3
WIDE

テレビのチャンネル変更や音量調節、Blu-ray 
Disc 視聴時のチャプター変更などを、Webカメラ
にかざした手で操作できます。キーボードやマウスを
使わない新しい操作性で、AVライフを楽しめます。

ジェスチャーコントロール機能※2

ハイビジョンをキレイに楽しめるBlu-ray Discドライブを搭載

臨場感・立体感あるDTSサラウンド

「3ウェイ5スピーカー」 長時間10 倍録画に対応

地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむ

次世代・高速クアッドコアCPU「インテル®   Core™ 
i7-2630QMプロセッサー」を搭載

「Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版」を搭載
「Microsoft® Office Home and Business 2010」を搭載

WebカメラLEDバックライト 辞 書HDMI出力端子HDMI出力端子フルサイズテンキー

キーボードを取り囲む
エスプレッソブラウンの色彩が
上質感を際立たせる

キ
エ
上

10www.fmworld.net/fmv/nh/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.43デキル！ POINTの詳細は P.40
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Bitter Black 
ビターブラック

Premium Red 
プレミアムレッド

Atlantic Blue  
アトランティックブルー

Precious White 
プレシャスホワイト

自慢したくなる美しさ。
軽やかな使い心地でエンターテインメントを
楽しめる上質デザインPC。

AH56/C

AH77/C

魅力的な輝きを放つフラットポイントと光る指紋センサー サイドを囲む円弧状のシルバーラインが薄型ボディーを際立たせる 美しく光るワンタッチボタンと存在感のあるスピーカー

AH77/C AH77/C AH77/C

AH77/C

MADE IN JAPAN フルサイズテンキー WebカメラLEDバックライト 辞 書HDMI出力端子HDMI出力端子指紋センサー指紋センサー

光る光る

快適キータッチ

15.6型ワイド

AH77/C

AH56/C

AH53/C

AH
series

11

Shiny Black シャイニーブラック

Premium Red プレミアムレッド

グッドデザイン賞受賞

電源オフ
USB充電機能

OFF

＊AH53/C除く ＊AH77/Cのみ



インテル® WiDi用
アダプター（別売）

メモリーカードを挿し込んだり、ハイビジョンムービーカメラを
USBで接続すると、写真や動画の取り込みソフト「マイフォト」
が起動。ボタンをワンクリックするだけでかんたんに映像を
取り込めます。内蔵ハードディスクは大容量約750GBなの
で、残りの容量を気にすることなくどんどん取り込めます。

＊AH56/C、AH53/Cのハードディスク容量は
　約640GBとなります。

＊効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

＊写真の機種はAH77/Cです。

＊インテル® ワイヤレス・ディスプレイをお使いいただく上での注意事項はP.38をご覧ください。
＊動作確認済みのインテル®  WiDi用アダプターについては、http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/でご確認ください。

＊写真のインテル® WiDi用アダプターは株式会社アイ・オー・データ機器製「WDA-X1」です。
　 詳細につきましては、http://www.iodata.jp/product/av/ga/wda-x1/をご覧ください。

大容量ハードディスクにかんたん取り込み・らくらく管理

ワイヤレスで大画面テレビに表示

次世代・高性能CPUで快適な操作性を実現

詳しくは P.27～28

「Microsoft® Office
  Home and Business 2010」を搭載

USB3.0で高速データ転送「Windows® 7 Home Premium 
  64ビット 正規版」を搭載

写真/動画を楽しむ

※1 本機能はご購入時にはご利用いただけません。ご利用の際は、アップデートナビもしくはサポートページ（http://azby.fmworld.net/support/）からアップデートプログラムをダウンロードしてインストールする必要があります。
※2 2010年オリコン上半期Blu-ray Disc ランキングTOP300 のうち、映画Blu-ray Disc の売上シェアについて集計。オリコン調べ。※3 対応しているソフトウェアは「Windows Media® Player 12」、「Windows® Media Center」、「Corel® 
WinDVD®」、「Windows® フォト ビューアー」、「Microsoft® PowerPoint® 2010」です。※4 「PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU」と同時に使用できません。＊写真のパソコンはFMVA77CW、FMVA77CB、FMVA77CR、
FMVA77CL、FMVA56CW、FMVA56CB、FMVA56CRです。＊仕様の詳細は、P.34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。詳細についてはP.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

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）　　　　　　　

15.6型ワイドスーパーファイン液晶
（LEDバックライト）

無線LAN
（IEEE 802.11
b/g/n準拠）

Blu-ray Disc
ドライブ

スーパーマルチ
ドライブ

4GB/最大8GB
（DDR3）

約750GB

約640GB

Office Home and
Business 2010

インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応）

インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応）

インテル® Core™ i3-380M プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

AH77/C

AH56/C

AH53/C

基本ＯＳ ディスプレイ CPU メモリ HDD ドライブ 無線通信機能 統合ソフトウェア

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

快適スクロール操作
指先で円を描くようになぞるだけで画面を上下
にスクロールできる「スクロールパッド」を搭載。
ウェブサイトの閲覧が快適にできます。

PC電源オフ時でも携帯電話などを充電
「電源オフUSB充電機能」
携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなど、USB 充電に対応している機器の
充電が可能です。

映像や音楽を手軽に操作 ジェスチャーコントロール機能※3

人感センサー対応Webカメラ※4

人の顔を検出する富士通独自の技術「Sense
YOU Technology」を搭載。パソコンの前
から離れると画面が「オフ」になり、席に戻ると
自動的に「オン」になります。また、パソコンの
長時間使用を知らせる「休憩おすすめタイ
マー」機能も搭載しています。

便利なワンタッチボタンを搭載
インターネットやEメール、音量調整などのよく使う機能に加え、エコモードと通常モードを
切り替えるエコボタンや、搭載辞書を起動するための辞書ボタンなど、便利な機能を
ワンタッチボタンとして配置しました。

4列テンキーで快適に数字入力
「Tab」キーや「000」キーを含んだ4列フルサイズテンキー
を搭載しているので、家計簿など数字入力が多い作業でも
素早く快適にできます。

ON OFF

明るく美しい高輝度液晶を搭載。お気に入り
の映像を鮮明な画質で楽しめます。また、
LIFEBOOKは全機種でバックライトにLED
を使用しているので、蛍光管バックライトの液晶
画面と比べ消費電力を抑えることができます。

スピ－カーを画面下部のスペースに
斜めにレイアウトしているので、耳
に直接届く迫力のある音を楽しむ
ことができます。

www.fmworld.net/fmv/ah/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.44デキル！ POINTの詳細は P.40

使う人にやさしいこだわり機能

次世代の高速CPUと先進性能で、パソコンの楽しみが広がる

充実のエンターテインメント性能

Webカメラに向けて手を動かせば、音楽や映像の早
送りや停止、音量調節などができるので、手が汚れて
いてキーボードやマウスに触れられなく
ても、手軽にパソコンを操作できます。
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高輝度

AH77/C AH56/C

AH77/C AH56/C

AH77/C

AH77/C

AH77/C※1

AH56/C

AH56/C

AH77/C AH56/C

AH56/C

AH77/C

クアッドコアCPU
「インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー」搭載
デュアルコアCPU
「インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー」搭載

Blu-ray Discドライブを搭載

明るくキレイな「高輝度液晶」を搭載

臨場感溢れるDTSサラウンド 音の迫力にこだわったスピーカーレイアウト
映画Blu-ray Discでの音声フォーマットで約9割
のシェア※2を誇るDTS社の技術を採用しました。
「DTS Surround Sensation｜UltraPC™」
により、まるで映画館やライブ会場にいるような
迫力と広がりのある音を体感できます。

高輝度液晶 従来液晶

パソコン内のコンテンツをワイヤレスでテレビに表示できる「インテル® ワイヤ
レス・ディスプレイ （インテル® WiDi）」に対応しているので、パソコンに取り
込んだハイビジョンムービーをワイヤレスで大画面テレビに表示できます。
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※1 「Corel® Digital Studio for FUJITSU」でBDXL™に保存するには、アップデートナビをご利用になるか、サポートページ（http://azby.fmworld.net/support/）からアップデートプログラム（2月下旬以降に提供予定）をダウンロードしてインストールする必要があります。
「かんたんバックアップ」、「マイリカバリ」では、BDXL™に保存することはできません。※2 2010 年オリコン上半期Blu-ray Disc ランキングTOP300 のうち、映画Blu-ray Disc の売上シェアについて集計。オリコン調べ。※3 地デジ対応 Windows® Media Centerでは、
テレビの視聴や録画、録画番組の再生やダビングには、ライセンス認証を行うために、インターネットに接続する必要があります。また、リカバリを行うと、それまでに保存されていた番組の再生ができなくなります。＊写真のパソコンはFMVA58CM、FMVA52CTB、FMVA52CTR、
FMVA52CTWです。＊仕様の詳細は、P.34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。詳細についてはP.31～32をご確認ください。＊画面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。＊BS・110度CSアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は次のURLで事前にご確認ください（http://azby.fmworld.net/support/hard/bscs/）。

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）　　　　　　

無線LAN
（IEEE 802.11
b/g/n準拠）スーパーマルチ

ドライブ

4GB/最大8GB
(DDR3)

約750GB

約640GB

Office Home and
Business 2010

●

̶

インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応）

インテル® Pentium® プロセッサー P6200 

AH58/CM

AH52/CT

基本OS ディスプレイ CPU メモリ HDD ドライブ 無線通信機能 テレビ 3D 統合ソフトウェア

キレイに楽しむ

高音質を楽しむ

見る・変える・作る
3D放送や「Blu-ray 3D™」を視聴できる
ほか、市販のDVDソフトや写真データを
3Dに変換したり、本体内蔵の3Dカメラで
オリジナルの3Dコンテンツを作ることが
できます。

明るく美しい高輝度液晶を搭載している
ので、デジタル放送をより鮮明な画質で
楽しめます。

臨場感溢れるDTSサラウンド
映画Blu-ray Discでの音声フォーマットで約9
割のシェア※2を誇るDTS社の技術を採用しま
した。「DTS Surround Sensation｜UltraPC™」
により、まるで映画館やライブ会場にいるような
迫力と広がりのある音を体感できます。

大容量データ記録が可能な最新規格のBDXL™に対応した
Blu-ray Discドライブを搭載。録画したハイビジョン画質のテレビ
番組をたっぷり保存することができます。

本体に1個同梱し、別売オプションで
追加購入もできます。

地デジ対応 Windows® Media Center※3を搭載。手軽に地デジを楽しめます。

地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむ充実性能 3Dが楽しめる

エントリーテレビモデル

いつもそばにデジタルライフを。
高輝度液晶で、デジタル放送も3Dも
思う存分楽しめるノートPC。

AH58/CM
Shiny Black
シャイニーブラック

「Windows® 7 Home Premium 
  64ビット 正規版」を搭載

「Microsoft® Office 
  Home and Business 2010」を搭載

USB3.0で
高速データ転送

Shiny Black
シャイニーブラック

Ruby Red
ルビーレッド

Urban White
アーバンホワイト

高輝度液晶

あり なし

＊ 「Ｂlu-ray 3Ｄ™」コンテンツは「Fujitsu PowerDVD9 3D Player」で再生できます。
＊ 効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。
＊ Blu-ray Discの3D変換には対応しておりません。

フルサイズテンキー WebカメラLEDバックライト 辞 書HDMI出力端子HDMI出力端子MADE IN JAPAN 快適キータッチ

15.6型ワイド

AH
series

AH58/CM

AH52/CT

次世代・高性能デュアルコアCPU「インテル® 
Core™ i5-2520M プロセッサー」搭載

AH58/CM

AH58/CM

AH52/CT

AH58/CM

ます。ます。

詳しくは P.23～243Dを楽しむ

パソコンならではの3Dの楽しみ方

＊ 効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

＊ AH52/CTは地上デジタル放送のみ対応。

映像を見るのに最適なコントラストと彩度に
調整するので、ハイビジョンをより鮮やかに
楽しめます。

高輝度

電源オフ
USB充電機能

OFF

型名：FMV-3GLS02 
希望小売価格：3,980円（税抜 3,791円）

FMVの3Dメガネは電池不要で軽量

LIFEBOOK専用

明るくキレイな「高輝度液晶」を搭載

あざやかな画質を楽しめる
「画質設定ユーティリティ」を搭載

BDXL™に対応※1したBlu-ray Discドライブを搭載

＊ 効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

＊ 効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

BDXLTM対応 Blu-ray Disc
ドライブ

13 www.fmworld.net/fmv/ah/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.43デキル！ POINTの詳細は P.40

＊AH58/CMのみ



搭載
昔のビデオ映像やDVD
など、解像度の低い映像をくっきり
高画質に再生することができます。

4列フルサイズテンキー搭載。
使いやすさを追求した薄型・スタンダードA4ノート。

自由に持ち運んで楽しむ

人感センサー対応Webカメラ搭載

14型ワイド液晶を搭載したコンパクトサイズなので、
気軽に好きな部屋へ持ち運んで使用できます。

＊写真のパソコンはFMVA42CB、FMVA42CS、FMVA42CWです。＊仕様の詳細は、P.34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。詳細についてはP.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

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）

無線LAN
（IEEE 802.11
b/g/n準拠）

スーパーマルチ
ドライブ

2GB/最大8GB
(DDR3)

約640GB
Office Home and
Business 2010

インテル® Pentium® プロセッサー P6200AH42/C

基本OS ディスプレイ CPU メモリ HDD ドライブ 無線通信機能 統合ソフトウェア

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

AH42/C
Alumite Silver
アルマイトシルバー

WebカメラLEDバックライト 辞 書HDMI出力端子HDMI出力端子フルサイズテンキー快適キータッチ

series

15.6型ワイド

AH
series
AH42/C

14型ワイド

LH
series
LH52/C

＊ 効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

※1 「くっきり機能」を使った場合、HD画質の動画を再生すると、コマ落ちが発生する場合があります。HD画質の動画を再生する際は、「くっきり機能」を無効にしていただくことをお勧めいたします。「くっきり機能」の設定方法については、
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1101/lh/ccc/index.htmlをご参照ください。＊写真のパソコンはFMVL52CB、FMVL52CRです。＊仕様の詳細は、P.35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。詳細について
はP.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

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）

無線LAN
（IEEE 802.11
b/g/n準拠）

スーパーマルチ
ドライブ

2GB/最大8GB
(DDR3)

約500GB
Office Home and
Business 2010

AMD Athlon™ II デュアルコア・プロセッサ P340LH52/C

基本OS ディスプレイ CPU メモリ HDD ドライブ 無線通信機能 統合ソフトウェア

「Windows® 7 Home Premium 
  64ビット 正規版」を搭載
「Microsoft® Office 
  Home and Business 2010」を搭載

WebカメラLEDバックライト 辞 書快適キータッチ

搭載
クトサイズなので

あざやかな色合いのコンパクトノートPC。

LH52/C
Shiny Black
シャイニーブラック

LH52/C
Ruby Red
ルビーレッド

Alumite Silver
アルマイトシルバー

Alumite Black
アルマイトブラック

Urban White
アーバンホワイト

ヘアライン加工が上質感を演出

光沢感が白の美しさを際立たせる

14www.fmworld.net/fmv/lh/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.44～45デキル！ POINTの詳細は P.40
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13.3型ワイド

SH
series

MADE IN JAPAN WebカメラLEDバックライト 指紋センサー指紋センサー 辞 書WiMAXHDMI出力端子HDMI出力端子 堅牢性快適キータッチ
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SH76/C
Graphite Black グラファイトブラック

電源オフ
USB充電機能

OFF

SH76/C

SH53/C

SH53/C
Ebony Black  エボニーブラック

＊指紋センサーが
　光るのはSH76/Cのみ

薄く、軽く、高性能。家でも外でも

思いのままに使いこなせる

大画面モバイルノート。

SH53/C
Urban White アーバンホワイト

光る光る

美しくスタイリッシュな印象を放つ
ヘアライン加工の天板
美しくスタイリッシュな印象を放つ
ヘアライン加工の天板
美しくスタイリッシュな印象を放つ
ヘアライン加工の天板
美美美美 くくくくく美美美 く美美 く美美 く美し美し美し美し美し美し美美美ししくくくくくくくく美美し美し美し美し美美 くくくく美美し美し美美 くく美美し美し美美 くく美し美し美し美し美し美し美しししし美し美し美美美美 くくくくくくくくく美美し美し美し美し美し美美美美 くくくくくく美し美し美し美し美美美 くくくく美し美し美し美し美美美 くくくくスススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッシシシシシシシシシシシシシシシシシシシュシュシュシュシシシュシュシュシュュュシュシュシュシュシュュシュシュシュシュシュシュシュシュ 印印印象象象象象 放放放放放印象象 放放放放印象象 放放印象象 放放な印な印な印な印な印なななな印な印象を象を象を象を象象を象を象を象を象を象を放放放放放放つ放つ放つ放つつつな印な印な印な印なな印象を象を象を象を象象を象を象 放放放放放つ放つ放な印な印な印なな 象を象を象象を象を放つ放放放放つな印な印な印なな 象を象を象象を象を放つ放放放放つなな印な印な印な印な印な印な印な印ななな 象を象を象を象を象を象を象を象をを象を象を象を象を象を象象 放つ放つ放つ放つ放つ放つ放つ放つ放つ放放放放印な印な印な印な印ななな 象を象を象を象を象を象を象を象を象を象象 つ放つ放つ放つ放つ放つ放放放放な印な印な印なな 象を象を象を象を象を象を象を象 放つ放つ放つ放つ放放な印な印な印なな 象を象を象を象を象を象を象を象 放つ放つ放つ放つ放放
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映像をかんたんに取り込む

ワイヤレスで大画面テレビに表示

ハイビジョンムービーカメラをUSBケーブルで
接続すると、取り込みソフト「マイフォト」が起動。
撮影した映像をかんたんに取り込めます。

パソコン内のコンテンツをワイヤレスでテレビに表示できる
「インテル® ワイヤレス・ディスプレイ （インテル® WiDi）」に
対応しているので、パソコンに取り込んだハイビジョン
ムービーをワイヤレスで大画面テレビに表示できます。

＊インテル® ワイヤレス・ディスプレイをお使いいただく上での注意事項はP.38をご覧ください。
＊動作確認済みのインテル® WiDi用アダプターついては、http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/でご確認ください。

＊写真のインテル® WiDi用アダプターは株式会社バッファロー製「PC-TV1/HD」です。
　詳細につきましては、http://buffalo.jp/product/multimedia/pctv/pc-tv1_hd/をご覧ください。

ディスプレイの明るさやスーパーマルチドライブ、無線 LANへの電源供給などを
コントロールし、消費電力を抑えます。

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなど、USB充電に対応している機器の充電が可能です。

人の顔を検出する富士通独自の技術
「Sense YOU Technology」を搭載。パソコン
の前から離れると画面が「オフ」になり、席に
戻ると自動的に「オン」になります。また、パソコン
の長時間使用を知らせる「休憩おすすめ
タイマー」機能も搭載しています。

※1 2010年オリコン上半期Blu-ray DiscランキングTOP300のうち、映画Blu-ray Discの売上シェアについて集計。オリコン調べ。※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（L）＋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Ver.1.0による測定値。※4 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。※5 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。※6 すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。＊写真のパソコンはFMVS76C、FMVS53CB、
FMVS53CWです。＊仕様の詳細はP.35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。詳細についてはP.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

Windows® 7
Home Premium

 正規版

  13.3型ワイドスーパーファイン液晶
（LEDバックライト）  　　　

無線LAN
（IEEE 802.11b/g/n準拠）

無線LAN
（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）

WiMAX
スーパーマルチ
ドライブ
【着脱式】

4GB/最大8GB
（DDR3）

約640GB Office Home and 
Business 201013.3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™ i5-2520M プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応）

インテル® Core™ i3-380M プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

SH76/C

SH53/C

基本OS ディスプレイ CPU メモリ HDD ドライブ 無線通信機能 統合ソフトウェア

ON OFF

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

www.fmworld.net/fmv/sh/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.45デキル！ POINTの詳細は P.40 16

外でも快適、充実機能

使う人にやさしいこだわり機能

「3D加速度センサー」により落下の兆候などによる加速
度を感知し、自動的にハードディスクドライブ内のデータ
を守る「HDDプロテクション」機能を搭載しています※6。

人感センサー対応Webカメラ

PC電源オフ時でも携帯電話などを充電「電源オフUSB充電機能」

家でも使えるエンターテインメント性能

大迫力のDTSサウンド

気軽に持ち歩ける軽量ボディーと長時間駆動を実現

衝撃から大切なデータを守るHDDプロテクション

バッテリを長持ちさせる「省電力ユーティリティ」

「スクロールパッド」で
マウスを使わず画面を
快適にスクロール

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

高速モバイル通信で
インターネットを楽しめるWiMAX※5

軽量化を実現する
モバイル・マルチベイ用
カバー（別売オプション）※4

長時間駆動や持ち運ぶ際の軽量化、DVDやCDの利用など、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。

軽量化や長時間駆動、
目的に合わせて選べるモバイル・マルチベイ構造

次世代・高性能デュアルコアCPU「インテル® Core™
i5-2520M プロセッサー」を搭載

外出時に安心、こだわりの堅牢性

「Microsoft® Office 
Home and Business 2010」を搭載

＊写真の機種は
　SH53/C です。

②長時間駆動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）※4

①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）

SH76/Cはマグネシウム合金
製の天板と薄型・軽量LED
液晶を採用。コンパクトな
ボディーなので気軽に外へ
持ち出せます。また、パームレスト
部には指紋がつきにくいテクス
チャー加工を施しています。

映画Blu-ray Disc での音声フォーマットで
約9割のシェア※1を誇るDTS社の技術を採用
しました。「DTS Boost™」により、コンパクトな
ボディーでも聞き取りやすく迫力のある音を
楽しめます。

明るくキレイな「高輝度液晶」を搭載

薄型・軽量で明るく美しい高輝度液晶を搭載。
写真や動画を楽しむ喜びが広がります。

高輝度液晶 従来液晶
＊ 効果をわかりやすくした
　 イメージ（写真）です。

＊ 画像はイメージです。

高輝度 薄型・軽量

SH76/C

SH76/C

SH76/C
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インテル® WiDi用
アダプター（別売）

最軽 量時 ※2

約1.52kg

SH76/C
バッテリ駆 動 ※3

14.6時間約

最軽量時 ※2

約1.75kg

SH53/C
バッテリ駆 動 ※3

11.5時間約

＊ 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。

約200kgf
天板からの全面加圧試験
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＊画像はイメージです。

電子辞書としても使える全18種の
辞書・辞典コンテンツを搭載

外でも本格的に使いこなせる、

ハイスペックモバイルパソコン。

「Microsoft® Office 
Home and Business 2010」を搭載

※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。※3 すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。※4 標準内蔵バッテリパック
（L）装着時。※5 標準内蔵バッテリパック（L）装着時。JEITA測定法Ver.1.0による測定値。＊写真のパソコンは、FMVP74CB、FMVP74CWです。＊仕様の詳細は、P.36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。詳細
については、P.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

Windows® 7
Home Premium

 正規版

2GB/最大8GB
（DDR3）

無線LAN
（IEEE802.11b/g/n準拠）

WiMAX約500GB Office Home and 
Business 2010

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™ i3-2310M プロセッサー

（HTテクノロジー対応）
PH74/C

基本OS ディスプレイ CPU メモリ HDD 無線通信機能 統合ソフトウェア

www.fmworld.net/fmv/ph_b/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.46デキル！ POINTの詳細は P.40

MADE IN JAPAN WebカメラLEDバックライト 辞 書WiMAXHDMI出力端子HDMI出力端子 堅牢性快適キータッチ

高性能

「Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版」を搭載

通常電圧版の次世代・最新ＣＰＵ「インテル® Core™
 i3-2310M プロセッサー」を搭載

こだわり機能

ワイヤレスで大画面テレビに表示
パソコン内のコンテンツをワイヤレスでテレビに表示できる「インテル® 
ワイヤレス・ディスプレイ（インテル® WiDi）」に対応しているので、パソコンに
取り込んだ写真をワイヤレスで大画面テレビに表示できます。
＊インテル® ワイヤレス・ディスプレイをお使いいただく上での注意事項はP.38をご覧ください。＊動作確認済みの
インテル®  WiDi用アダプターについては、http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/でご確認ください。

薄さ7.9mmの明るくキレイな薄型・軽量「高輝度液晶」を搭載
従来の機種と比べてOSが約半分の
時間で起動する高速起動を実現。
高速起動なので、待ち時間が少なく
快適です。

衝撃から大切なデータを守るHDDプロテクション
｢3Ｄ加速度センサー｣により落下の兆候などによる加速度を
感知し、自動的にハードディスクドライブ内のデータを守る｢ＨＤＤ
プロテクション｣機能を搭載しています※3。

高速モバイル通信でインターネットを楽しめるWiMAX
受信最大20Mbps、送信最大6Mbps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通信が可能です※2。

＊起動時間は、タスクトレイのアイコンがすべて表示されるまでの時間です。
＊当社による検証値です。利用環境などにより上記検証値とは異なる場合があります。

「天板からの約200kgf全面加圧試験」や「パソコン電源オフ時の落下試験」などを
行っています。 ＊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。

モバイル利用に配慮した堅牢設計

バッテリを長持ちさせる「省電力ユーティリティ」
ディスプレイの明るさやCPUのパフォーマンスなどを
コントロールし、消費電力を抑えることができます。

人の顔を検出し、画面をオン・オフしたり、パソコンの長時間使用をお知らせします。
人感センサー対応Webカメラ

高速起動を実現

持ち歩きに最適な軽量&
長時間駆動

PH74/C

本体質量※4

約1.36kg
バッテリ駆動※5

約12時間

Premium Black
プレミアムブラック

Urban White
アーバンホワイト

電源オフ
USB充電機能

OFF

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなど、USB充電に対応している
機器の充電が可能です。

PC電源オフ時でも携帯電話などを充電「電源オフUSB充電機能」

快適スクロール操作
指先で円を描くようになぞるだけで画面を上下
にスクロールできる「スクロールパッド」を搭載。
ウェブサイトの閲覧が快適にできます。

【OS起動時間の比較】

〈従来〉
PH540/1A

時 間

PH74/C

高輝度 薄型・軽量

約75秒

約40秒 短縮
約半分



＊画像はイメージです。

11.6型ワイド

PH
series

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

FH
D

H
N

H
A

H
LH

S
H

P
H

M
H

ら
く
ら
く
パ
ソ
コ
ン
テ
レ
ビ
機
能

3
D
機
能

Windows ® タ
ッ
チ
写
真
／
動
画

サポート＆サービス
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

仕
様
一
覧
表

使
用
上
の
ご
注
意
エ
コ
ロ
ジ
ー

デ
キ
ル！
POINT

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

※1 「くっきり機能」を使った場合、HD画質の動画を再生すると、コマ落ちが発生する場合があります。HD画質の動画を再生する際は、「くっきり機能」を無効にしていただくことをお勧めいたします。「くっきり機能」の設定方法については、
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1101/ph_s/ccc/index.htmlをご参照ください。※2 標準内蔵バッテリパック装着時。※3 標準内蔵バッテリパック装着時。JEITA測定法Ver1.0による測定値。※4 Windows® XP 以降のOSを搭載したFMVシリーズに
限ります。※5 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。※6 APU（An Accelerated Processing Unit）は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサ
です。＊写真のパソコンは、FMVP50CB、FMVP50CR、FMVP50CLです。＊仕様の詳細は、P.36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。詳細については、P.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

Windows® 7
Home Premium

 正規版

2GB/最大4GB
（DDR3）

無線LAN
（IEEE802.11b/g/n準拠）

Bluetooth®

ワイヤレステクノロジー
約500GB Office Personal

2010
11.6型ワイドスーパーファイン液晶

（LEDバックライト）
AMD デュアルコア・プロセッサ E-350 + 

AMD Radeon™ HD 6310 グラフィックス（※6）
PH50/C

基本OS ディスプレイ APU（※6） メモリ HDD 無線通信機能 統合ソフトウェア

www.fmworld.net/fmv/ph_s/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.46デキル！ POINTの詳細は P.40 18

WebカメラLEDバックライト 辞 書HDMI出力端子HDMI出力端子快適キータッチ

充実性能

「Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版」を搭載

「Microsoft® Office Personal 2010」を搭載

こだわり機能

高解像度（1366×768ドット）の11.6型ワイド液晶を搭載

電子辞書としても使える
全18種の辞書・辞典
コンテンツを搭載

HDMIケーブルで大画面テレビに出力すれば、
映像をみんなで楽しむことができます。

DVDドライブを共有できる
独自機能を搭載

データの高速転送を実現するDDR3メモリ搭載

有線／無線ＬＡＮを経由して、もう
一台のパソコン※4のDVDドライブ
を利用することができ、ソフトウェア
のインストール作業など※5を行う
ことができます。

最新デュアルコアAPU※6搭載
APUは、デュアルコアCPUに外付けグラフィック相当の
コアが融合しているので、グラフィック性能にすぐれています。
シングルチャネル対応のメモリでWeb動画の再生をなめらかに
表示し、キレイな映像で快適に楽しめます。また、DirectX 11
にも対応しています。

3色のカラーバリエーションが持ち歩く楽しさを演出。
ハイビジョン動画もなめらかに表示する高性能サブノート。

※1搭載
解像度の低いネット動画を高画質でくっきり、キレイに
再生することができます。CPUの使用率を抑えるので、
消費電力も抑えることができます。
＊効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

くっきり機能

軽量ボディーと長時間
駆動を実現

DVDドライブ搭載のパソコン

インストール中 80%

有線LAN
無線LAN

■DVDドライブ共有機能

PH50/C

PH50/C

本体質量※2

約1.5kg
バッテリ駆動※3

約7.3時間

Shiny Black  シャイニーブラック Night Blue  ナイトブルー Ruby Red  ルビーレッド



※1 JEITA測定法Ver.1.0による測定値。※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。※4 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。※5 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。＊写真のパソコンは、FMVM30CB、FMVM30CR、FMVM30CWです。仕様の詳細はP.36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。
詳細については、P.31～32をご確認ください。＊画面はハメコミ合成です。

基本OS ディスプレイ CPU

インテル® Atom™ プロセッサー N475
（HTテクノロジー対応）

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）

メモリ ハードディスク

無線LAN
（IEEE 802.11 a/b/g/n準拠）

無線通信機能

約250GB WiMAX

統合ソフトウェア

Office Personal 2010 
2年間ライセンス版

1GB/最大2GB
（DDR3）

MH30/C

10.1型ワイド

MH30/C

MH
series

WebカメラLEDバックライト 辞 書WiMAX

充実性能＆モバイル性能

インターネットを快適に活用できる

｢Windows® 7 Starter 
32ビット 正規版｣を搭載

＊画像はイメージです。

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

「インテル® Atom™
 プロセッサー N475」を搭載

高速モバイル通信でインターネットを楽しめるWiMAX搭載
受信最大20Mbps、送信最大6Mbpsの高速モバイル通信を実現※4。
駅やオフィス街など広いエリアでワイヤレス通信が可能です※5。

大容量バッテリを搭載していても、背面が
スッキリとスリムでスマートなデザインです。

スリムでスマートなデザインに

軽量＆長時間駆動を実現した

ネットブック。

本体質量

約1.29kg
バッテリ駆動※1

約 時間10.5

スリムでスマートなデザインで
持ち運びに便利な軽量&長時間駆動 有線／無線ＬＡＮを経由して、もう

一台のパソコン※2のDVDドライブ
を利用することができ、ソフトウェア
のインストール作業など※3を行うこと
ができます。

DVDドライブを共有できる独自機能を搭載

3色から選べるカラーバリエーション

有線LAN
無線LAN

DVDドライブ搭載の
パソコン

MH30/C

■DVDドライブ共有機能

インストール中 80%

｢Office Personal 2010
2年間ライセンス版」を搭載

Ruby Red
ルビーレッド

Ruby Red
ルビーレッド

Mocha Black
モカブラック

Urban White
アーバンホワイト

大容量バッテリ搭載
従来

19 www.fmworld.net/fmv/mh/詳しくは 詳しいラインナップ一覧は P.46デキル！ POINTの詳細は P.40
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