Working
with you,
wherever
work takes you
FUJITSU PC CONCEPT BOOK
お客様に「うれしさ」を届け続けるために

富士通PC 3つのコンセプト
誠実
お客様のご要望に確実に応えるために
企画・開発・製造・サポートの機能を国内に集結。
お客様のご要望やトラブルに対して、スピーディ、かつ、確実に対応します。

安心の富士通品質
メインボード製造から最終組み立てまでの国内一貫製造と、
独自の落下・振動などの耐久試験により、高い品質を確保しています。

柔軟

富士通の「ファースト・プライオリティ」

国内製造体制を活かしたカスタマイズ
添付品の変更からお客様専用モデルの新規開発まで、
開発・製造部門が一丸となって、お客様の目的とご要望に対応します。

お客 様 のビジネスに役 立ち、心から満足していただくために、お客 様に
徹 底 的 に 寄 り添 い 、お 客 様 の ご 期 待 に 応 えて いくこと が 、富 士 通 の
「ファースト・プライオリティ」です。

様々なお客様のニーズに応える豊富なラインナップ
デスクトップ、ノートブック、タブレットからワークステーションやシンクライアントまで
さまざまなお客様のニーズに応える豊富なラインナップを取り揃えています。

お客様の喜ぶことを率先して行う繊細なおもてなしの心「匠の精神」と、
ユニークな価値観・ビジョン・情熱、そして、PC 開発 37年間のノウハウで、
これからもお客様に「うれしさ」を届け続けます。

超越
使う人を考え抜く
お客様の喜ぶことを考え、カタチにする姿勢が富士通の DNAです。
製品の使いやすさをお客様視点で徹底的に考え抜き、改善を重ねています。
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Poqet PC
世界初 重さ約1ポンド（約450g）
のポータブルPC

FMV-BIBLO LOOX S5
FMV-BIBLO LOOX T5

FMV-BIBLO LOOX U50WN
FMV-LIFEBOOK U8240

LIFEBOOK UH75/B1

富士通初の
ビジネス市場向けPC

世界初 ワイヤレスモジュール内蔵
コンパクトPC

世界最軽量 3G/UMTS 内蔵
超小型モバイルPC（約580g）

13.3型ワイド液晶搭載で
世界最軽量のモバイルPC

最新のモビリティ・セキュリティによるワークスタイル・イノベーション
高い次元で追求した、薄さ・軽さ、タフなボディ、豊富な独自セキュリティソリューションにより、
お客様は『いつでも・どこでも』・『安心・快適』に、ご利用いただけます。
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プロダクトブランド

利用シーンで選べるラインナップ

FUJITSU Notebook
ライフブック

LIFEBOOK

お客様のワークスタイルに合わせて
最適な構成が選べる豊富なラインナップ

場所を選ばず仕事をしたい

P.6

事務所中心に仕事をしたい

P.7

ペン入力やタッチ操作をしたい

P.8

高負荷な処理をサクサクこなしたい

P.9

24 時間システムを安定稼働させたい

P.10

FUJITSU Desktop
エスプリモ

ESPRIMO

ビジネスシーンで要求される、
高品質・高セキュリティを実現

FUJITSU Tablet
アローズ タブ

ARROWS Tab

使いやすさと堅牢性をとことん追求した、
あらゆるシーンで活躍するタブレット

FUJITSU Workstation
セルシアス

CELSIUS

ハイパフォーマンスと優れた拡張性、
最新のグラフィックス環境を提供

FUJITSU Thin client
ヒューロー

FUTRO

不正使用対策も装備した、
さまざまな目的や業務に合わせて選べるラインナップ
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場所を選ばず仕事をしたい

事務所中心に仕事をしたい

営業職や出張の多いマネジメント業務の方などにおいては、

事務所で長時間 PCを利用する一 般事務、SE・研究開発など

事務所内での 仕事と外出先での 仕事を効率的に柔軟に

技 術職 の方からは、快 適に業務を行えかつ、セキュアな PC

こなすためのツールが必要不可欠となっています。

利用環境を求められています。

富 士 通 は そ の よ う な モ バ イル ワ ー カ ー に 向 け て、高 い

富士通は、そのようなオフィスワーカーに向けて、快適処理と

モビリティ、
万 全 な セ キュリティ、快 適 な ユーザビリティを

使い勝手の良さを実現し、セキュアな製品を提供しています。

取り揃えた製品を提供しています。

＜こだわりポイント＞
＜こだわりポイント＞

安全・高信頼の部品採用や放熱設計など、高い信頼性を実現
『PC - ディスプレイ電源連動機能』採用で、 快適なオフィスワークを実現

思わず持ち運びたくなる薄さ・軽さ
安心して持ち運べる丈夫さと長時間バッテリー

待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備し、手軽に節電が可能

利用シーンを想定したセキュリティ対策

国際的な省エネルギー制度 『国際エネルギースタープログラム』に

さまざまな文字入力が快適なキーボード

対応したモデルを幅広くラインナップ

LIFEBOOK

U9X
タブレットの便利さとモバイル PC の快適さを持ち合わせた
超軽量レベルのペン内蔵コンバーチブル

LIFEBOOK

U7

U9
圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した
超軽量モバイル PC

E

A

薄・軽を実現した

充実した機能を搭載した

15.6 型ワイド液晶搭載の

スリムモバイルファミリー

グローバルモデル

ハイスペックモデル

ESPRIMO

U7X
さまざまなフォルムでの活用が可能な
フォルダー型コンバーチブル

U7

Q

モバイル活用に求められる薄・軽を実現した
スリムモバイルファミリー

Q5 省スペース性に優れたウルトラスモール筐体モデル
Q9 Intel Unite® 画面共有ソリューション

MU
モバイル・マルチベイ搭載の
長時間駆動モバイル PC
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K
省スペースとユーザビリティに優れた

D5 業務に最適なCPUを選択できる多機能モデル
D9 インテル® vPro™ テクノロジーを搭載した

液晶一体型モデル

ハイエンドモデル

FUTRO

FUTRO

S

D

２０１８年度
モバイルシンクライアント
国内シェア No.1

ワークスタイル変革に必要とされるモビリティを追求
セキュアなモバイル運用を実現するシンクライアント

MA
15.6 型 A4 ノートシンクライアント

S
省スペースデスクトップシンクライアント

L
OS レスの高セキュリティデスクトップ
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ペン入力やタッチ操作をしたい

高負荷な処理をサクサクこなしたい

建設現場や工場、店舗でのフロントサービス、医療現場での

CAD・CAM・シミュレーションやリッチなコンテンツ制作など、

電子カルテなど、ペン入力やタッチ操作の利用シーンは増え

ハイパフォーマンスな処理が求められる業務はさまざまです。

ています。また、営業職員からは、ノート PC の実用性にタブ

そのようなお客様のために、最先端技術・拡張性・安心を兼ね

レットの 便利さを持ち合わせた端末へ のニーズが高まって

備えたワークステーションを富士通は提供しています。

います。さらに、教育現場ではタブレットを活用したアクティブ
ラーニングによる、子どもたちの意欲的な学習への取り組み
が進められています。
それらのニーズに対し、富士通は使いやすさや堅牢性にとことん
こだわった製品を提供しています。

＜こだわりポイント＞
＜こだわりポイント＞

最先端のプラットフォームやグラフィックスカード搭載

紙とエンピツの書き心地の再現

ECC メモリ採用により、数理計算・解析・シミュレーションを

どんな場所でも安心（防水・防塵・耐薬品仕様）

必要とする業務に最適

高い堅牢性と滑り落ちない様々な工夫

大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築

大容量バッテリーの採用で外出先でも長時間の
連続使用が可能

筐体を活かした大容量ストレージの搭載が可能で、
ストレスなく業務遂行が可能

ARROWS Tab

Q5

CELSIUS

Q7

H
モバイルワークステーション

作業現場や学びの場で安心して使える
コンパクトな防水タブレット

あらゆるシーンで活躍する
大画面ハイスペックタブレット

J

LIFEBOOK

コンパクト筐体ワークステーション

U9X
タブレットの便利さとモバイル PC の快適さを
持ち合わせた超軽量レベルのペン内蔵コンバーチブル

U7X
さまざまなフォルムでの活用が可能な
フォルダー型コンバーチブル

R
ラックマウントモデル / タワーモデル
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W
ミニタワーエントリーモデル

M
ミニタワーアドバンスモデル

C
リモートマネージメントコントローラを
搭載したラックマウントモデル
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24 時間システムを安定稼働させたい

全体ラインナップ

さまざまな業種でサービスの長時間提供が増え、店舗・交通
機関・病院事務などの管理、監視の為にPCの24 時間連続稼働
が求められています。
システムを止められない現場で安心して使える高い耐久性に
加え、稼働後のトラブル回避対策を備えたPCを富士通は提供
しています。

＜こだわりポイント＞
24時間連続稼働のストレージや、長寿命品を採用した 専用電源、
強力冷却ファン採用により、安定稼働を実現
当日訪問修理に加え、年に一度の定期点検などお客様のニーズに応じて
最長10 年間のハードウェア保守・サポートが選択可能
防塵フィルターの標準装備により、製造現場や社会・公共分野における
過酷な利用環境に対応
データの保護やシステムの安定稼働を実現するミラーリングにも
対応しているので安心・安全

ESPRIMO ロングライフシリーズ

J
コンパクトな筐体に、高性能機能を搭載したモデル
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N
耐環境性と拡張性を強化した、高性能モデル
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本カタログ掲載 PC のご購入に関する相談は、電話でも承ります。
購入相談窓口
通話料無料

0120-959-242

（受付時間： 9 時〜 18 時）
※土・日・祝日、
年末年始除く

・システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
・電話番号はお間違えの無いよう、お確かめの上おかけください。
■このカタログは、2019 年 5 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。
■本カタログに記載の PC ワークステーション本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。また、
お客様の責任において海外に持ち出される場合は、
輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は、
取得しておりません。
（デスクトップ型のみ）
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