
大学生協オリジナル
4年間安心充実モデル。 4年5ヶ月

メーカー保証

万一の時にも大学生協が
対応します。

卒業まで安心
※通常1年間の保証を4年5ヶ月に延長。 ※店舗により異なる場合がございます。
4年5ヶ月のメーカー保証+4年の動産保険加入つき

故障トラブル時に迅速対応 修理受付中の代替機あり

大学生に必要な
学習コンテンツを厳選

※貸出台数に限りがあります。

1年間の電話サポートサービス
夜間も利用できる
電話サポートで
パソコン操作の相談ができる

不注意による
故障などをカバー

飲み物をパソコンの上に
こぼしてしまった 学生支援ポータル

英検、TOEICなど英語の
資格試験に備える 
わかる！ 英語資格ガイド
英語の会話表現を学ぶ
Campus English

電子書籍サイト（VarsityWave eBooks）
勉学研究に便利な機能が付いた電子書籍

Officeソフトを学ぶ
ナレロー１２（ナレロー大学生協版）
〔Office自習ソフトウェア〕
様々なシチュエーションで見るワード・
エクセル・パワーポイントの問題解決

ネットワーク利用時の
情報倫理を学ぶ
情報倫理デジタルビデオ小品集7

誤って自分の足で
パソコンを踏んでしまった

パソコンを閉じる際に
鉛筆を挟んでしまった

修理 貸出し

ソフトが充実大学生活で役立つ
オリジナルソフト搭載

※店舗により異なる場合がございます。

FMVU8E3WD1

FMVU8E3WD1 シルバーホワイト
※画面はハメコミ合成です。

13.3

Windows 10
Home Core i7 メモリ8GB

基本OS
Windows 10
Home 64ビット版

CPU
Core i7-1165G7

メモリ
8GB

(LPDDR4X)

ストレージ
SSD
256GB

ディスプレイ
13.3型ワイド

（1920×1080）

バッテリー駆動時間
約22.5時間

本体質量
約881g

●IGZO液晶でくっきり文字で目にも優しい！●開発から製造まで一貫した国内生産体制●大好評ATOK for Windows搭載●コンパクトながらも充実のインターフェイス

SMART READY



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.　［ESPRIMO］Repair and technical support requests are accepted only in Japan.

■ハードウェア仕様一覧表

■表B：Bluetooth®ワイヤレステクノロジー仕様一覧（※a）

■無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意

●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-Ｓ
Ｓ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８０ｍ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。

※１：日本語版です。※２：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。※３：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。※４「： ＧＵＩＤ パーティション テーブル（ＧＰＴ）ドライブ「」ＮＴＦＳ」を採用しています。Ｗｉｎｄｏｗｓ ＲＥ領
域に約４ＧＢ使用しており、残りの容量をＣドライブに割り当てています。なお、開発段階の測定値であり、実際の製品の空き容量とは若干異なる場合があります。※５：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ｖ１.１、１.２、２.０、２.０+ＥＤＲ、２.１、２.１+ＥＤＲ、３.０、４.０、
４.１、４.２、５.０対応機器との通信が可能です。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。※６：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で動作するには対応
の周辺機器が必要です。※7：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(Ver2.0)に基づいて測定して目安の時間です。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、実際のバッテリ時間は異なります。※８：電源オフ時または、スリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。※９：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。※10：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※11：平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。※１２：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およ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。※１3：デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。※
14:通信速度は規定上の理論値であり、実効速度は通信環境により異なります。W52/W53/W56をサポートしています。※１5：ＳＤメモリーカード（ＳＤＨＣ/ＳＤＸＣメモリーカード含む）の著作権保護機能（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。ｍｉｎｉＳＤカードやｍｉｃｒｏＳＤカード、ｍｉｃｒｏＳＤＨＣカード、ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ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/ＳＤＸＣメモリーカード含む）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、ｍｉｃｒｏＳＤＸＣカードは最大２００ＧＢ、ＳＤＸＣメモリーカードは
最大５１２ＧＢまでとなります。※１6：最大５Ｖ/１.５Ａ 給電です。ＵＳＢ ＰｏｗｅｒＤｅｌｉｖｅｒｙ 対応機器に充電できます。４５Ｗ（２０Ｖ/２.２５Ａ）以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。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。※17: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。※１8：オプション品を利用することで、アナログＲＧＢ出力が可能です。※19：テレビ等の映像を表示する機器に接続した場合、音声出力
が可能です。映像を表示せずに音声のみを出力することはできません。※２0：ご購入時は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、マイク・ラインイン端子、ラインアウト・ヘッドセット端子として使用することが
できます。※２1：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。※２2：ＡＣ１００ ～ ２４０Ｖ用。
ただし、標準添付されている電源ケーブルは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：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。注２：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。

※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、実効速度は通信環境により異なります。 ※ｃ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ® ｖ１.１、１.２、２.０、２.０+ＥＤＲ、２.１、２.１+ＥＤＲ、３.０、４.０、４.１、４.２、５.０
対応機器との通信が可能です。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。

見通し10m以内

2.4GHz

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HFP、HOGP

2.1Mbps

v5.0準拠（※c）

推奨通信距離

周波数帯域

対応プロファイル

規格値（※b）

規格
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UHシリーズシリーズ名
UH08/E3品名

FMVU8E3WD1型名
Windows 10 Home 64ビット版基本OS（※1）

CPU
動作周波数
コア/スレッド数 4コア/8スレッド
2次キャッシュメモリ 256KB×4
3次キャッシュメモリ 12MB

グラフィックス・アクセラレーター
メインメモリと共用ビデオメモリ
CPUと一体チップセット
8GB

(オンボード/交換不可)
(デュアルチャネル対応LPDDR4X-4266)

メインメモリ（標準/最大）

－メモリスロット数（空き）
LEDバックライト付 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCD（ノングレア液晶）液晶ディスプレイ（※2）

13.3型ワイドパネルサイズ
1920×1080ドット 1677万色解像度/表示色（※3）

HDMI出力のみ外部ディス
プレイ表示 最大4096×2160ドット 1677万色

約256GB SSD(PCIe)SSD（※4）
約252GBドライブ割り当て容量
約194GBドライブ空き容量
－Blu-ray Disk/DVD/CDドライブ

チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデックオーディオ機能
ステレオスピーカー内蔵、

デジタル（ステレオ）マイク内蔵（※14）スピーカー/マイク

入力装置

通信機能

HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)Webカメラ
バックライト付プリズムクリア日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm/86キー、JIS配列準拠)キーボード

－ワンタッチボタン
標準内蔵（フラットポイント（高精度タッチパッドジェスチャー機能対応））ポインティングデバイス

－指紋センサー
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応LAN

Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応）、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠　MU-MIMO対応（※14）無線LAN ｰ表A参照ｰ
Bluetooth v5.0準拠Bluetooth®（※5） ｰ表B参照ｰ

SDメモリーカード対応（※15）ダイレクト・メモリースロット
Thunderbolt™ 4、USB4（Gen 3）Type-C（※17）（USB Power Delivery対応（※16）、

Display Port Altermate Mode対応）×2（左側面）、
USB 3.2（Gen1）Type-A×2（左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1）

USB（※6）

HDMI出力端子×1（※18）（※19）映像出力
RJ-45×1LAN

マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子
（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）（※20）オーディオ

約22.5時間バッテリ
駆動時間

内蔵バッテリ
パック
（標準添付）

JEITA 2.0
（※7）

約2.2時間バッテリ充電時間（※8）

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ（※21）電源供給方式
リチウムイオン 50Whバッテリパック

約6.1W/約74W/約0.5W消費電力（標準時（※9）/最大時/スリープ時）
12区分 13.8kWh/年 (AAA)省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）（※10）
307×197×15.5mm外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）

約881g本体質量（バッテリパック含む）（※11）
LED状態表示
あり盗難防止用ロック取り付け穴

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、非動作時ともに結露しないこと）温湿度条件
Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版サポートOS（※1）（※12）

マニュアル類、ACアダプタ（※23）、保証書、HDMI→VGA変換ケーブル同梱（大学生協限定）主な添付品

◎｢FMV」公式Facebookページ

　http://www.facebook.com/FujitsuFMV

富士通FMVシリーズのお問合せは お求めは大学生協店舗へ
◎富士通製品情報ぺージ

　http://www.fmworld.net/

※富士通製品以外のソフトウェア、周辺機器等に関するご質問は、各提供メーカーへお問い合わせください。

株式会社 富士通パーソナルズ　本社　〒108-8221 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 ★このカタログに記載の内容は2019年10月現在のものです。これらについては予告なしに変更することがあります。

安全に関するご注意

■本カタログについてのご注意
●パソコンの価格はすべてオープン価格となっております。●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。●本カタログに掲載しているＵＲ
Ｌ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。ＰＣ、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。●プレ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中には、ソフトの
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
●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。●
Windows10の一部機能には、追加のハードウエ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-10-specificationsをご覧ください。●Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ １０では、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔアカウント取得のため、インターネットに接続する必要があります。●Ｗｉｎｄｏｗｓ １０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ＰＣ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 １０の一部機能には、追加ハードウエアが必要となる場合
があります。詳細はＷｉｎｄｏｗｓ１０：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ.ｃｏｍ/ｊａ-ｊｐ/ｗｉｎｄｏｗｓ/ｗｉｎｄｏｗｓ-１０-ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ
をご覧ください。●周辺機器ご購入の際には、富士通製品情報ページの「システム構成図」を参照し、接続を確認したう

水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガス（例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。
◎製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）

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。

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、ＰＣ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㈱および㈱富士通パーソナルズ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。●「Ｃｏｒｅｌ® ＷｉｎＤＶＤ®」で動画を再生しているとき、他のソフトウェアの動
作状態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。●本製品の内蔵ストレージ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。●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、本製品の質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載せます
と、転倒のおそれがあり危険です。●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。Ｐ
Ｃの底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。●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、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、Ｂｌｕ-ｒａｙ Ｄｉｓｃ/ＤＶＤ/ＣＤドライブ、ＨＤＤ、ＳＳＤ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：//ａｚｂｙ.ｆｍｗｏｒｌｄ.ｎｅｔ/ｓｕｐｐｏｒｔ/ｒｅｐａｉｒ/ｇｕａｒａｎｔｅｅ/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４年５ヶ月
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。●Ｗｉｎｄｏｗｓ １０サポート機種については、ＵＳＢメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●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。●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。●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。●Ｍｙ Ｃｌｏｕｄサービスは、富
士通の裁量により、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。●動作時、非動作時にかかわらず、
パソコン本体が結露しないようにご注意ください。結露が発生したままパソコンを使用すると故障の原因となります。●
本製品を快適にご利用いただくためにはインターネット接続としてブロードバンド回線を推奨いたします。
■６４ビット版ＯＳ（Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ ６４ビット版/Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ Ｐｒｏ ６４ビット版）の使用上のご注意
●ドライバーは６４ビット版対応のものが必要です。３２ビット互換モードでは動作しません。●６４ビット版に対応してい
ないソフトウェアは、３２ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●６４ビット版ＯＳでは１６
ビット版用のソフトウェアは、動作しません。●６４ビット版ＯＳのパフォーマンスを発揮するには、６４ビット版に対応した
ソフトウェアとドライバー類が必要です。
■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。野外では使用できません（但し、法令で許可された場合は除き

ます）。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８０ｍ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、ｈｔｔ
ｐ：//ｗｗｗ.ｆｍｗｏｒｌｄ.ｎｅｔ/ａｎｎｃ/ｗｌａｎ/ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ をご覧ください。●すべての無線機器の動作を保証するものではありま
せん。
■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。
■顔認証機能のご注意
●直射日光の当たる窓際など、お使いの環境によっては正しく認識できない場合があります。●顔認証技術は完全な本人認
証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいか
なる損害に関しても、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■商標について
●Ｉｎｔｅｌ、インテル、Ｉｎｔｅｌロゴ、Ｉｎｔｅｌ Ｉｎｓｉｄｅ、Ｉｎｔｅｌ Ｉｎｓｉｄｅロゴ、Ｉｎｔｅｌ Ｃｏｒｅは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるＩｎｔ
ｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎまたはその子会社の商標または登録商標です。●ＨＤＭＩ、ＨＤＭＩロゴは、ＨＤＭＩ Ｌｉｃｅｎｓｉｎｇ ＬＣＣ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。●ＳＤＸＣ ロゴは、ＳＤ-３Ｃ, ＬＬＣ. の商標です。●「ｉ-フィル
ター」はデジタルアーツ株式会社の商標です。●ＩＧＺＯロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●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。

インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大4.70GHz

Intel® Iris® Xe graphics（CPUに内蔵）

■表A：無線LAN仕様一覧（※A）

※A 無線LANの特性上、こ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。アドホック通信は対応していません。※B チャンネル14をサポートしていません。※C 規格による理論値であり、実効速度は通信環境により異なります。IEEE802.11n/ac/ax準拠の場合は、本製品と同等の構成を持った機器と
の通信を行ったときとなります。※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。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 Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。また、IEEE802.11n/ac/ax準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA/WPA2(AES)
に設定する必要があります。

規　格

通信速度(※C)
周波数帯域(※D)
推奨通信距離
内蔵アンテナ
セキュリティ機能(※E)

IEEE802.11ax準拠
Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠

IEEE802.11ac準拠

2.4Gbps
(160MHz幅、2×2接統時）

574Mbps
(40MHz幅、2×2接統時）

1.73Gbps
(160MHz幅、2×2接統時）

866.7Mbps
(80MHz幅、2×2接統時）

300Mbps
(40MHz幅、2×2接統時） 54Mbps 11Mbps 54Mbps

見通し50m以内 見通し15m以内 見通し25m以内
MIMO方式 ダイバーシティ方式

WEP(64/128ビット）対応、WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2(TKIP/AES)、WPA3-SAE(AES)対応、IEEE802.1X(TLS/PEAP)対応

Wi-Fi® 準拠
IEEE802.11n準拠 IEEE802.11a準拠 IEEE802.11b準拠（※B) IEEE802.11g準拠

5GHz 2.4GHz 5GHz 5GHz/2.4GHz 5GHz 2.4GHz

■搭載アプリ一覧

基本OS ●Windows 10 Home 64ビット版★（※1）

利用目的
UH08/E3
対象機種

ソフトウェア名称

インターネット
●Microsoft Edge★

●Internet Explorer® 11★

安心
かんたん

●富士通アドバイザー★

▲ハードディスクデータ消去★

●はじめに行う設定★

●FMV-Cドライブバックアップガイド★(※2)

●アップデートナビ★

■i-フィルター® for マルチデバイス
（※3）

●＠メニュー★

■ATOK for Windows★

写真・動画

スマホ連携

●CyberLink PowerDirector 16
 for FUJITSU

●Windows Media® Player 12★

●Dirac Audio★
ＡＶ
機能

●Corel® WinDVD®★（※4）（※5）

●Corel® Direct DiscRecorder★

●FMVポータル★
My Cloud

●

●

My Cloud プレイ★

●ナレロー１２（ナレロー大学生協版
（Office自習ソフトウェア））

大学生協
モデル
オリジナル
ソフト
（学生支援
ポータル）

●学生支援ポータル

●わかる！英語資格ガイド

●Campus English

ホームページを見る

アドバイス・おすすめの情報を受け取る

廃棄時にハードディスクのデータを消去する

使い始めるために必要な設定を
まとめて実施する

パソコンの設定やデータを保存・復元する

富士通のソフトウェアを最新の状態にする

有害サイトの閲覧を制限する

ジャンルや目的からソフトウェアを
選んで起動する

優れた推測変換により文字入力を楽にする

●Corel Digital Studio★写真や動画を編集・加工する

動画を思い通りに編集する

sMedia スマホデータ転送★スマホとPC間で写真や動画を
やりとりする(※6)

映像と音楽を楽しむ

臨場感ある迫力のサウンドを体感する

Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ

Blu-ray DiscやDVDを作成したり再編集する

お客様の「したいこと」から
My Cloudアプリを選ぶ

音楽や写真、動画データを一元管理～再生する

Officeソフトを学ぶ

大学生に必要な学習コンテンツを厳選

英検、TOEICなど英語の資格試験に備える

英語の会話表現を学ぶ

ネットワーク利用時の情報倫理を学ぶ ●情報倫理デジタルビデオ小品集7

※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：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。バックアップの手順が記
載されたPDFファイルが表示されます。※３：無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から３０日間です。※4：ＤＴＳで記録
されたＤＶＤ-ＶＩＤＥＯの音声再生ができません。※5：ご利用の際にはＤＶＤドライブが必要です。対応ドライブは「ＦＭＶ-ＮＳＭ５５」です。※
6：お使いのスマートフォンによっては利用できない場合があります。
＊一部ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です（ブロードバンド回線を推奨）。また、インターネット
サービスなど環境の変化により、機能の一部あるいは全部が作動しなくなる場合があります。＊一部のソフトウェアについて、すべての機
能をご使用いただくにはアップデートが必要です。

●：プレインストールされています（一部アップデートが必要なソフトウェアもあります）。
▲：BIOSメニューのハードウェア診断ツールからの起動となります。
■：SSD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。
＊記載しているアプリは予告なしに変更することがあります。最新情報は、www.fmworld.net/fmv/でご確認ください。


