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FMV LOOX



知性をささえるモバイルP C。

持てば驚くほどの軽さ。
つないでひろがる、創造力。
流れるような描き心地。

そのすべてが、ひとつの F M V  LO OXで手に入る。

いくつもの世界を
生きるあなたに。
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インテル® Core™ i5
プロセッサー搭載

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載
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好きなスタイルで、いつでも・どこでも

タブレットスタイル ノートパソコンスタイル

ペンタブレットスタイル

※1 13.3型ワイドのWindows タブレットとして。2022年3月29日現在、当社調べ。※2 「FMV LOOXキーボード」、「FMV LOOXペン」はオプション（別売）です。※3 接続先のパソコンにUSB3.2（Gen1）Type-C以上の端子もしくは
Thunderbolt 3 Type-C以上の端子が必要です。パソコンとの接続には添付のUSBケーブルをお使いください。接続対象機種（推奨動作条件）は富士通パソコン製品情報ページ（https://www.fmworld.net/fmv/loox/）をご確認ください。
※4 他のパソコンと接続した場合、「FMV LOOXペン」の筆圧検知は1,024階調になります。注「FMV LOOXキックスタンド」（標準添付品）の質量は約143g、「FMV LOOXキーボード」（オプション（別売））の質量は約288gです。

約7.2ｍｍ
薄さ

約599g

軽さ

世界最薄・最軽量※1だから
気軽に持ち運べる

手に持った瞬間に驚くことでしょう。高級感のあるアルミ削り
出しのボディーからは想像できないほどの薄さと軽さに。本やノート
などと重ねて小脇に抱えて移動できます。

あなたが“創る”作業を支える
「FMV LOOXキーボード」と「FMV LOOXペン」※2

専用のキーボードとペンも本体と同時に開発。キーボードは打ち
心地の良さを、ペンは快適な筆記体験を追求しました。“創る”作業に
没頭できるように、FMV LOOXの入力性能が支えます。
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つないでひろがる「クリエイティブコネクト」※3

デュアルPCモード
メインのパソコンにFMV LOOXを接続する
だけで、接続相手のマウス・キーボードを使って
FMV LOOXを操作できます。ファイルも相互に
共有可能です。

画像のレタッチ作業やスライダーの調整は手元でどうぞ※4。

ペンタブレットとして

表示領域が広がるので作業効率が上がります。

セカンドディスプレイとして

www.fmworld.net/fmv/loox/
インテル® Core™ i5
プロセッサー搭載

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載
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探し物トラッカー「Tile」を搭載
いつでもあなたのそばに置いて欲しい。でも、置き忘れ
ることもありますよね。万が一FMV LOOXを紛失したら、
スマートフォンから「Tile」アプリを使い、場所の目安
をつけることができます※2。スリープ時や電源オフ時で
も動作します※3。

ものづくりのこだわり
国内設計・国内製造のクラフトマンシップ
外見は一枚の板。しかしその内部は開発エンジニアのこだわりの結晶です。

快適な操作性
あなたの一瞬のひらめきをこぼさないように、入力デバイスの操作性に徹底的にこだわりました。

ペン芯・内部モジュールを新設計した次世代のActive ES®ペン
技術を世界初採用。さらに、タブレット本体には最新のコントローラーを
搭載し、筆記や操作体験を格段に向上させます。

キーを押し込むときの反発感にメリハリを持たせ、「押した」と
感じるのと同時に入力信号を発信するよう調整しました。
キーボードの上を指が滑るような感覚で打鍵できます。

※1 「FMV LOOXペン」、「FMV LOOXキーボード」はオプション（別売）です。※2 あらかじめFMV LOOXで「Tile」のアカウントを作成し、アクティベーションをしておく必要があります。その際にTile社のプライバシーポリシーに同意いただく
必要があります。また、スマートフォンに「Tile｣アプリをダウンロードしてインストールする必要があります。お使いのスマートフォンの機種やOSのバージョンによっては、ソフトウェアが対応していないことがあります。当社の裁量により、サービスの
全部または一部が終了、変更される場合があります。パソコンおよびスマートフォンの紛失防止や紛失時の発見をお約束するものではありません。※3 本機能有効時には、パソコン本体のバッテリー保持時間が短くなる場合があります。パソコンの
バッテリーが切れている場合は、本機能は動作しません。※4 FMV LOOXに接続するには別売の「HDMI変換アダプタ」（FMV-NCBL25）が必要です。

FMV LOOXペン※1 FMV LOOXキーボード※1

筆圧検知
4,096階調

シャープなペン先で
描画ポイントが見やすい

10点マルチタッチパネル
精度を落とすことなく、センサーフィルムを
極限まで薄く・軽くしました。

最新・第12世代インテル® Core™ 
プロセッサーを搭載
基板は10層に重ねた高密度構造。放熱
部材としてヒートパイプやグラファイトを
効率的にレイアウトし、ファンレスを実現。

オートフォーカスに対応した
約12.58MPのリアカメラ
授業や会議の板書をサッと撮影して記録。

https://www.fmworld.net/fmv/soft/tile/
詳しくは

凹形状でキーが指に沿う
「球面シリンドリカル」

押下圧
（ g ）

ストローク
（ mm ）

FMV LOOX キーボード特性
旧世代UHシリーズ特性

押し始め 押しきった状態

底づ
き感

を
低
減

クリック
感
を
向
上

入力を検出

軽いキー

重いキー

有機ELパネル
コントラスト比 100,000:1、応答速度
1msなので、色鮮やかで動きがなめらか。

Quad Box Speaker
4個のBOXスピーカーで音が良く、手で
持ったときにどこかのスピーカーを
ふさいでしまっても他のスピーカーから
音が聞こえます。

高強度アルミニウムから
フル切削した筐体
卓越した加工技術により「薄くて軽い」
ことと「剛性の高さ」という相反する
2つの要素を両立。

強化ガラス
「Corning® Gorilla® Glass Victus®」
落下耐性が高い強化ガラス
には、指紋がつきづらい耐指
紋コートを施しています。
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■本カタログについてのご注意　●本カタログでは、富士通クライアントコンピューティング株式会社の製品・サービスについて、「富士通パソコン」「富士通の」などと表記しています。●パソコン本体の価格はオープン価格です。●本カタログで使用している製品写真および画面の写真
は開発中のものです。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異
なる場合があります。●本カタログに掲載しているURLには、フィーチャーフォンでは正しく表示できないサイトがあります。パソコン、タブレット、スマートフォンでご確認ください。●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、1TB＝10004バイト換算です。1MB＝
10242バイト、1GB＝10243バイト、1TB＝10244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。●プリインストールおよび、添付ソフトウェアは、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。●プリインストー
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。●プリインストールおよび、添付ソフトウェアの中には、ソフトへのヘルプ機能でマニュ
アルを代用しているものがあります。●本カタログに掲載された製品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。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。

■製品のご使用について　●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定（https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms）に同意いただく必要があります。●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干
仕様が異なる場合があります。●Windows 11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。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications をご覧ください。●「Tile」は、当社の裁量により、サービスの全部または一部が終了、変更される場合があります。パソコンおよびスマートフォンの紛失防止や紛失時の発見をお約束するものではありません。●「クリエ
イティブコネクト」を利用する際は、あらかじめ初期設定・アップデートが必要な場合があります。初回セットアップ時に、接続先のパソコンと同じネットワークにつながっている必要があります。●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・タブレット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富士通クライアントコンピューティング株式会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。●本製品をひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。●本製品に心臓ペースメーカーや磁気カードなど、磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。故障
やデータ消失などのおそれがあります。

■無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意　●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。

■有機ELディスプレイに関するご注意　●有機EL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（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）。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。●製造工程上やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。これらは故障ではありません。交換・
返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。●本製品で使用している有機EL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、温度変化などで多少の色ムラが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
●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。●長時間同じ表示を続けると焼き付き（残像）が発生することがありますが故障ではありません。同じ位置に変化しない画像を表示し続けたり、くり返し表示したりすると、うっすらと残像が残ることが
あり、これを焼き付きといいます。一度焼き付いた画像は元に戻せませんのでご注意ください。パソコンを使わないときは、電源を切る、スリープにするなど、画面に何も表示しない状態にすることをお勧めします。●有機ELディスプレイの焼き付きを軽減するために、Windowsの各種設定を変更し
てお使いいただくこともできます。FMVサポートページからQ&Aナンバー「1311-2337」を検索してご覧ください。

■商標について　●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Intel Coreロゴ、Iris、Thunderboltは、米国およびその他の国におけるIntelCorporationの商標または登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国における
HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、富士通クライアントコンピューティング株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●Wi-FiはWi-Fi Alliance
の登録商標です。●Microsoft、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationおよびその関連会社の商標です。Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●McAfee、マカフィー、McAfeeのロゴおよびリブセーフは米国法人McAfee, LLCまたはその
米国及びそれ以外の国の子会社の商標または登録商標です。●feel by Wacom™、Wacom Linear PenTM、Active ES®は、ワコムの商標または登録商標です。●TILEおよびTILEデザインは、Tile, Inc.の商標です。●Corning Gorilla Grass Victusは、Corning Incorporatedの登録商標です。
●CES®は、Consumer Technology Association（CTA）TMの登録商標です。CES Innovation Awardsは、審査員に提出された説明資料に基づいています。CTAは提出書類や主張の正確性を実証するものではなく、受賞対象に対するテストは行っていません。●その他の記載されている製品名
などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

使用上のご注意 製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください） 詳細は（http://www.fmworld.net/fmv/caution/2110/）をご参照ください。

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（たとえば温泉からでる硫黄ガス）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

Fujitsu Client Computing Limited 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 Client Computing Limited in writing.

日本語版です。
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。USB2.0、USB3.0、
USB3.1、USB3.2、USB4で動作するには対応の周辺機器が必要です。
バッテリ駆動時間は、一般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.2.0）（https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）
に基づいて測定した目安の時間です。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの
設定、ご利用のソフトウェアなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は
異なります。また、周辺機器の接続によって駆動時間が減少する場合があります。
バッテリ充電なし（ACアダプタ接続）、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた
状態の測定値です。
エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した
年間消費電力量です。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による表示語で
表記しています。A:100％以上110％未満、AA:110％以上140％未満、AAA:140%以上。
平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となり
ます。連続してこの動作周波数で動作するものではありません。
Bluetooth Low Energyに対応しています。すべてのBluetooth対応機器の動作を
保証するものではありません。
すべてのThunderbolt対応機器の動作を保証するものではありません。
5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器に充電できます。7.5W
（5V/1.5A）以上を供給可能な対応機器であれば、本体に充電できます。パソコンを
使用しながら本体に充電する場合は、45W（20V/2.25A）以上を供給可能なものが
必要です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
本製品には、バッテリパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや
交換をしないでください。バッテリパックが寿命などで交換が必要な場合は当社
電話サポートへご相談ください。
防滴機能を維持するため、2年に1回の有償部品交換が必要となります。
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。
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。

※1
※2

※3

※4

※5

※6
※7

※8

※9
※10

※11

※12
注

注

FMV Mobile Keyboard

オープン価格

■仕様一覧表

デスクトップ環境を整えて、じっくりと作業を
したいときに。
▶必要なオプション
「FMV Mobile Keyboard」、
液晶ディスプレイ「VTシリーズ」※4

机の上に資料を広げて、ゆったりと作業を
したいときに。
▶必要なオプション
「FMV Mobile Keyboard」

シーンに合わせてオプションを選ぶ セパレートスタイル

www.fmworld.net/fmv/loox/

FMV LOOXキーボード
FMV-NKB51
オープン価格

FMV LOOXペン
FMV-NPN25
オープン価格

 Dark Silver | FMV-NKBUD
Light Silver | FMV-NKBUL
Garnet Red | FMV-NKBUR

VTシリーズ
27型ワイド液晶ディスプレイ

VTF27011BT
オープン価格

VTシリーズ
23.8型ワイド液晶ディスプレイ

VTF24011BT
オープン価格

■オプション品

■ FMV LOOX Premium Care
メーカー保証外の水こぼし、落下破損、落雷、火災、水害
による故障の無償修理対応に加えて「盗難」、「付帯デバイス
の故障」、「データ復旧」に対応するFMV LOOX専用の
サービスです。

https://azby.fmworld.net/bm/loox
詳しくは

詳しくは 詳しくは

水損・落下 データ
復旧

付帯デバイス
の故障 盗難

安心の充実保証

＊一部取り扱いのない家電販売店もございます。

■ワイド保証サービス
通常1年間のメーカー保証期間を合計3年間、4年間、5年間に
延長し、さらにメーカー保証では対象とならない水こぼしや
落下による破損・損傷、落雷、火災、水害による故障なども
無償にて修理を受けられるサービスです。

New

FMV LOOX 90/G
FMVL90GB

FMV LOOX 75/G
FMVL75GB

約512GB SSD（PCIe） 約256GB SSD（PCIe）

インテル® Core™ i7-1250U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
Pコア：最大4.70GHz※7、Eコア：最大3.50GHz※7

［10コア / 12スレッド］

インテル® Core™ i5-1230U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
Pコア：最大4.40GHz※7、Eコア：最大3.30GHz※7

［10コア / 12スレッド］

16GB［オンボード/交換不可］
（デュアルチャネル対応 LPDDR4X-4267）

8GB［オンボード/交換不可］
（デュアルチャネル対応 LPDDR4X-4267）

Windows 11 Home 64ビット版

フロント：約207万画素 Windows Hello対応＋リア：約1,258万画素（オートフォーカス対応）
ステレオスピーカー（4個）/ デジタル（ステレオ）マイク

Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、MU-MIMO対応、Bluetooth® v5.1※8

Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3） Type-C※9（USB Power Delivery対応※10、DisplayPort Alt Mode対応）×1（左側面）、
USB3.2（Gen2） Type-C（USB Power Delivery対応※10、DisplayPort Alt Mode対応、クリエイティブコネクト対応）×1（左側面）

ACアダプタまたはリチウムイオンバッテリ※11

約5.8W/約41W/約0.6W 約5.9W/約41W/約0.5W
約12.0時間

約599g
マニュアル類、ACアダプタ、保証書、FMV LOOXキックスタンド、USB Type-Cケーブル

Office Home & Business 2021（個人向け）
マカフィーリブセーフ 3年版、ATOK for Windows、スマホカメラ転送、

AIノイズキャンセリング、テレビ番組リンク、クリエイティブコネクト、Tile、Wacom Notes

307 × 190 × 7.2mm

13.3型ワイド有機ELディスプレイ(フルHD) 高輝度・高色純度・広視野角・高速応答
静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）フルフラットファインパネル

Intel® Iris® Xeグラフィックス（CPUに内蔵）

型名
OS※1

プロセッサー

グラフィックス・アクセラレーター

メモリ

ディスプレイ

ストレージ
スピーカー / マイク
Webカメラ
ワイヤレス機能

外部インターフェース※2

電源
バッテリ駆動時間（JEITA 2.0）※3

消費電力（標準時※4 / 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
（2022年度基準）※5

外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）
質量（バッテリパック含む）※6

主な添付品
防滴：IPX2※12、防塵：IP4X防滴・防塵

オフィスソフト

主なソフトウェア

品名

12区分 13.9kWh/年　（AAA） 12区分 14.0kWh/年　（AAA）

インテル® Core™ i5
プロセッサー搭載

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載
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お求めは、上記のお店へ。お求めは、上記のお店へ。

本社 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2本社〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

CB2899-1 2022年6月 K   
＊電話番号はお間違いのないよう、お確かめのうえおかけください。
CB2899-1 2022年6月 K   
＊電話番号はお間違いのないよう、お確かめのうえおかけください。

富士通パソコン製品情報ページ富士通パソコン製品情報ページ
https://www.fmworld.net/fmv/https://www.fmworld.net/fmv/

◎中高年のためのパソコン教室　富士通オープンカレッジに
   関するお問い合わせ　事務局　0120-559-506

◎出張指導・セットアップサービスに
　関するお問い合わせ　PC家庭教師　0120-37-2794

◎中高年のためのパソコン教室　富士通オープンカレッジに
   関するお問い合わせ　事務局　0120-559-506

◎出張指導・セットアップサービスに
　関するお問い合わせ　PC家庭教師　0120-37-2794

富士通クライアントコンピューティング株式会社富士通クライアントコンピューティング株式会社

0120-959-2420120-959-242
（受付時間：9：00～19：00）（受付時間：9：00～19：00）

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。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。
【購入相談窓口】【購入相談窓口】
通話料
無料

★本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。★本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。
本カタログの内容は、2022年6月現在のものです。本カタログの内容は、2022年6月現在のものです。




