
超軽量でコンパクト！高性能・長時間モデル
◉ 思わず持ち歩きたくなる軽量モバイルPC!

保証
年 ヶ月54

本体質量

約934g
駆動時間

約15.5時間
メモリ

8GB SSD 256GB
ストレージ タッチディスプレイ

13.3型ワイド
（1920×1080）

CPU

Core™ i7-8565UWindows 10
基本OS

大学生協オリジナル
4年間安心充実モデル。

タッチパネル搭載！

2018.11

ソフトが充実安心いろいろ

13.3型液晶で広い表示領域！文字も精細！
◉ レポート作成やWebがより快適に！
参考文献やウェブサイトを同じ画面に表示してレポートを作成
したり、SNSや見たいサイトを同時に表
示して情報収集・発信ができます。

◉ くっきり文字で目に優しい！
細かな文字もはっきり見えて、複数の
画面を同時に表示しても快適です。

Web

FMVU9C3WD2

メーカー保証つき
※通常1年間の保証を4年5ヶ月に延長。

4年5ヶ月 の

セキュリティーソフトつき
■ウイルスバスター クラウド™ キャンパスOEM版（4年間） 

4年間 の

電話サポートサービスあり1年間 の

動産保険加入
※店舗により異なる場合がございます。

4年 の

迅速対応故障トラブル時 に 代替機あり
※貸出台数に限りがあります。

修理受付中 の

万一の時にも
大学生協が
対応します。

安心と信頼の富士通品質
◉ 開発から製造まで一貫した国内生産体制！
安心なＰＣライフのパートナーとして富士通は学生の皆様の
信頼にお応えします。日本国内でしっかりと設計。様 な々品質
検査を徹底し長く安心して使えるパソコンを製造しています。

◉ 大好評 最新ATOK2017 搭載！
レポート作りのエキスパートに！ずば抜けた変換能力をもつ
「ATOK」がAI技術を取り入れ更に進化！敬語の誤りなども
指摘してくれるので、就職活動時にも大活躍！！

画像編集

表計算

薄くても安心の堅牢設計で
キャンパスライフに最適な一台。
コンパクトなのにフルサイズ、
高性能キーボードを搭載し、、
インターフェイスも充実！

ヶ月55ヶ

にに時ににもにもにもにもももももももにににも時時に

FMVU9C3WD2 アーバンホワイト
※画面は メ ミ合成です。※画面はハメコミ合成です。

Windows 10／
ウイルスバスター クラウドTM キャンパスOEM版（4年間）

大学生活で役立つオリジナルソフト搭載（学生支援ポータル）
■ウイルス対策や外部からの不正なアクセスを防止する

■ 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

ウイルスバスター クラウド（４年版（キャンパスOEM版））
ナレロー１２（ナレロー大学生協版（Office自習ソフトウェア））

学生支援ポータル
わかる ！ 英語資格ガイド

Campus English
情報倫理デジタルビデオ小品集6



安全に関するご注意 

〒108-8221 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟

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（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）

クラス1レーザー製品 

「FMV」公式Facebookページ

http://www.facebook.com/FujitsuFMV

■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。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。
■製品のご使用について
●Windows 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。●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。●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。PC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。
■DVD/CDドライブについて
●本製品に搭載されているスーパーマルチドライブユニットはレーザーを使用しています。
■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。●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。
■指紋認証機能の特性とご注意
●本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができ
ない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認
証される割合）が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上りでなどで指がふやけている場合・指に汗や油
が多く、指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥
肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合・磨耗して指紋が薄くなった場合。●指紋認
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。富士通㈱および㈱富士通パーソナルズ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Intel 
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。

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.

■表A：無線LAN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-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、http://www.fmworld.net/annc/wlan/index.
html をご覧ください。

★このカタログに記載の内容は2018年11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。

■搭載アプリ一覧

利用目的 ソフトウェア名称
対象機種
UH90/C3

基本OS Windows 10 Home 64ビット版★（※1） ●

インターネット ホームページを見る
Microsoft Edge★ ●

Internet Explorer® 11★ ●

安心
かんたん

アドバイス・おすすめの情報を受け取る 富士通アドバイザー★ ●

パソコンのユーザー登録と、困った時にサポー
トメニューを探す 富士通パソコンお客様サポート★ ●

廃棄時にハードディスクのデータを消去する ハードディスクデータ消去★ ▲

使い始めるために必要な設定をまとめて実施
する はじめに行う設定★ ●

パソコンの設定やデータを保存・復元する バックアップガイド★（※2） ●

富士通のソフトウェアを最新の状態にする アップデートナビ★ ●

有害サイトの閲覧を制限する i-フィルター® for マルチデバイス
（※3） ■

ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動
する ＠メニュー★ ●

優れた推測変換により文字入力を楽にする ATOK 2017 for Windows★ ■

写真・動画 写真や動画を編集・加工する Corel® Digital Studio for FUJITSU★ ●

ＡＶ
機能

映像と音楽を楽しむ Windows Media® Player 12★ ●

臨場感ある迫力のサウンドを体感する Waves MaxxAudio★ ●

Blu-ray DiscやDVD、CDにデータを保存する Roxio Creator LJ★（※4）（※6） ●

Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ Corel® WinDVD®★（※5）（※6） ●

Blu-ray DiscやDVDを作成したり再編集する Corel® Direct DiscRecorder★ ●

My Cloud

お客様の「したいこと」からMy Cloudアプリを
選ぶ My Cloud ホーム2.0★ ●

音楽や写真、動画データを一元管理～再生する My Cloud プレイ★ ●

取り込んだ写真をかんたんに編集する My Cloud スタジオ★ ●

大学生協
モデル
オリジナル
ソフト
（学生支援
ポータル）

ウイルス対策や外部からの不正なアクセスを
防止する

ウイルスバスター クラウド
（４年版（キャンパスOEM版）） ●

Offi  ceソフトを学ぶ ナレロー１２（ナレロー大学生協版
（Offi  ce自習ソフトウェア）） ●

大学生に必要な学習コンテンツを厳選 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 ●

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6 ●

●：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。
※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。※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：パケットライト形式での記録機能は備えておりません。※5：DTSで記録された
DVD-VIDEOの音声再生ができません。※6：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。＊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。

■ハードウェア仕様一覧表
シリーズ名 UHシリーズ
品名 UH90/C3
型名 FMVU9C3WD2
基本OS（※1） Windows 10 Home 64ビット版

CPU インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー
（HTテクノロジー対応）

動作周波数 1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大4.60GHz）
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 ８MB

グラフィックス・アクセラレーター Intel® UHD Graphics 620（CPUに内蔵）
ビデオメモリ メインメモリと共用
チップセット CPUと一体

メインメモリ（標準/最大）
8GB

［オンボード/交換不可］
（LPDDR3 2133MHz）

メモリスロット数（空き） －

表
示
機
能

液晶ディスプレイ（※2） LEDバックライト付タッチパネル式 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCD（ノングレア液晶）
パネルサイズ 13.3型ワイド
解像度/表示色（※3） 1920×1080ドット 1677万色

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

SSD（※4） 約256GB フラッシュメモリ（SSD）
ドライブ割り当て容量 約252GB
ドライブ空き容量 約209GB

Blu-ray Disk/DVD/CDドライブ －

オーディオ機能 チップセット内蔵+High Defi nition Audio コーデック（最大192kHz/24ビット（※13）
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]）

スピーカー/マイク 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）
Webカメラ FHD Webカメラ内蔵（有効画素数約207万画素）Windows Hello対応

入力装置

キーボード 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）
ワンタッチボタン －
ポインティングデバイス 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））
指紋センサー －

通信機能
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応
無線LAN ｰ表A参照ｰ IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応（※15）
Bluetooth®（※5） ｰ表B参照ｰ Bluetooth v5.0準拠

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

ダイレクト・メモリースロット SDメモリーカード対応（※16）

USB（※6）
USB3.1（Gen2）Type-C×1（左側面奥（USB Power Delivery対応（※17）、DisplayPort Alt Mode対応））

USB3.1（Gen1）Type-C×1（左側面手前（USB Power Delivery対応）（※18））、
USB3.0 Type-A×2（左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1）

映像出力 HDMI出力端子×1（※19）（※20）
LAN RJ-45×1
オーディオ 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）（※21）

電源供給方式 ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ（※22）
バッテリパック リチウムイオン 50Wh

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15.5時間

バッテリ充電時間（※8） 約2.6時間
消費電力（標準時（※9）/最大時/スリープ時） 約8W/約44W/約0.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）（※10） N区分：0.010（AAA）
外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず） 309×212.5×15.5mm
本体質量（バッテリパック含む）（※11） 約934g
状態表示 LED
盗難防止用ロック取り付け穴 あり
温湿度条件 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）
サポートOS（※1）（※12） Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版
主な添付品 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）
※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:グラフィックス・アクセラレーターの出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイでは
ディザリング機能によって擬似的に表示されます。※5: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使用しています。UHシリーズ、SHシリーズ、については残りの容量を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。※6:Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0 、4.1、4.2（UHシリーズ、FH-X/C3、FH90/C3）、5.0
（UHシリーズ）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。※7: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。※8: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）（http://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。※9: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。※10: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。※11: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。※12: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（単位:ギガ演算）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。※13:再生時。録音時は最大96kHz/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。※14: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。※15:W52/W53/W56をサポートしています。※16: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。※17: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。※18:最大5V/1.5A 給電です。USB Power Delivery 対応機器に充電できます。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。※19: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。※20:
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。※21: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。※22: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。※23: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。

規格 IEEE 802.11ac準拠 IEEE 802.11n準拠 IEEE 802.11a準拠 IEEE 802.11b準拠（※B） IEEE 802.11g準拠
Wi-Fi® 準拠

内蔵アンテナ MIMO方式 ダイバーシティ方式
セキュリティ機能 WEP（64/128ビット）対応、WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（TKIP/AES）対応、IEEE 802.1X（TLS/PEAP）対応（※C）
規格値（※D） 1.73Gbps 866.7Mbps 300Mbps 54Mbps 11Mbps 54Mbps
周波数帯域（※E） 5GHz 5GHz/2.4GHz 5GHz 2.4GHz
推奨通信距離 屋内50m以内 屋内15m以内 屋内25m以内
※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。アドホック通信は対応していません。 ※B:チャンネル14 はサポートしておりません。 ※C:Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FAST には対応しておりません。また、IEEE 802.11n/ac 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。 ※D: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 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。 ※E: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。

■表B：Bluetooth®ワイヤレステクノロジー仕様一覧（※a）
規格 v5.0準拠（※c）
規格値（※b） 2.1Mbps
対応プロファイル HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HFP、HOGP
周波数帯域 2.4GHz
推奨通信距離 屋内10m以内
※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。
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