
[添付資料 1] 

「FMV カスタムメイドモデル」新商品の特長 
 

【 カスタムメイドメニュー 】 

1.「LIFEBOOK NHシリーズ」 

17.3 型ワイドの大画面 FullHD ノート「NH シリーズ」では、WEB MART 限定で高性能グラフィック

カード搭載モデル（NH90/DN）を用意しています。 

・ 高性能グラフィックカード「NVIDIA® Quadro® 3000M （2GB）」を標準搭載し、高画質の動画編集

や CAD、3D ゲームなどの高いグラフィック性能を求められる作業でも快適に作業できます。

（NH90/DN） 

・ 本体カラーは高級感あふれる「シャンパンゴールド」を採用しています。また、天板部分は指紋

が目立たない凹凸（おうとつ）加工が施されています。（NH90/DN） 

・ CPU は、最新・高性能デュアルコアの「インテル® Core™ i7-2620M プロセッサー （2.70GHz）」

（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時の最大周波数：3.40GHz）と「インテ

ル® Core™ i5-2520M プロセッサー （2.50GHz）」（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

利用時の最大周波数 3.20GHz）から選択することができます。（NH90/DN） 

   

                    NH90/DN（正面）                       NH90/DN（天板部） 

2.「LIFEBOOK AHシリーズ」 

15.6 型ワイドのエンターテインメントノート「AH シリーズ」では、幅広いお客様のニーズに対応

するため、さまざまなオプションを用意しています。 

・ CPU は、最新・高性能クアッドコアの「インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー （2.00GHz）」

（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時の最大周波数：2.90GHz）（AH77/DN）

から WEB MART 限定の「インテル® Celeron® プロセッサー 925 （2.30GHz）」（AH30/DN）までお

好みに合わせて選択することができます。 

・ 液晶は、「スーパーファイン液晶」、「ノングレア液晶」（AH77/DN、AH56/DN）、「高輝度スーパーファ

イン液晶」（AH77/DN、AH56/DN、AH52/DNA）から選択することができます。 

-「ノングレア液晶」は表面に光沢処理が施されていないため、蛍光灯などの映りこみを抑える

ことができます。  

-「高輝度スーパーファイン液晶」は明るく美しい高輝度液晶を搭載しており、お気に入りの映

像を鮮明な画質で楽しめます。  

・ キーボードは、「標準キーボード」と、それぞれのキーの配置が独立した「アイソレーションキー

ボード」から選択できます。「標準キーボード」は人間工学的に軽快感としっとり感のある押し心

地を実感できます。また、「アイソレーションキーボード」は隣のキーとの間隔が広いため、タイ



プミスを軽減できます。（AH77/DN、AH56/DN） 

・ OS は、ビジネス利用に役立つドメイン参加機能などをもった「Windows® 7 Professional 64 ビ

ット 正規版 （SP1 適用済み）」を選択することができます。 （AH77/DN、AH56/DN） 

3.「LIFEBOOK SHシリーズ」 

13.3 型ワイドの大画面モバイルノート「SH シリーズ」では、プライベート用途でもビジネス用途

でも満足に利用できるオプションを用意しています。 

・ CPU は、最新・高性能デュアルコアの「インテル® Core™ i7-2620M プロセッサー （2.70GHz）」

（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時の最大周波数：3.40GHz）（SH76/DN）

から「最新インテル® Pentium® プロセッサー（後報）（注 1）」（SH54/DN） までお好みに合わせて

選択することができます。 

・ ストレージは、SSD（容量約 256GB）を選択することができます。磁気ヘッドとディスクが存在し

ないため、ハードディスクに比べてデータの転送速度が速く、また耐衝撃性にすぐれています。 

（SH76/DN）  

・ 液晶は、表面に光沢処理が施されていない「ノングレア液晶」を選択することができ、蛍光灯な

どの映りこみを抑えることができます。 

・ キーボードは、「標準キーボード」と、それぞれのキーの配置が独立した「アイソレーションキー

ボード」から選択できます。「標準キーボード」は人間工学的に軽快感としっとり感のある押し心

地を実感できます。また、「アイソレーションキーボード」は隣のキーとの間隔が広いため、タイ

プミスを軽減できます。（SH76/DN） 

・ OS は、ビジネス利用に役立つドメイン参加機能などをもった「Windows® 7 Professional 64 ビ

ット 正規版（SP1 適用済み）」を選択することができます。 

4.「LIFEBOOK PHシリーズ（12.1 型ワイド）」 

12.1 型ワイドのハイスペックモバイルノート「PH シリーズ」では、WEB MART 限定で着脱式スーパ

ーマルチドライブ搭載モデル（PH75/DN）を選択することができます。 

・ ストレージは、SSD（容量約 256GB）を選択することができます。磁気ヘッドとディスクが存在し

ないため、ハードディスクに比べてデータの転送速度が速く、また耐衝撃性にすぐれています。 

・ 液晶は、表面に光沢処理が施されていない「ノングレア液晶」を選択することができ、蛍光灯な

どの映りこみを抑えることができます。（PH75/DN） 

・ AC アダプタは、スリムなスティック形状の軽量 AC アダプタを選択することができ、カバンに入れ

てもかさばらず、快適に持ち運べます。 

・ OS は、ビジネス利用に役立つドメイン参加機能などをもった「Windows® 7 Professional 64 ビッ

ト 正規版（SP1 適用済み）」を選択することができます。 

5.「ESPRIMO FHシリーズ」 

一体型のエンターテインメントデスク「FH シリーズ」では、AV 機能やパソコンの基本性能を選択

することができます。 

・ 液晶は、「タッチパネル式液晶」（FH70/DN、FH50/DN）や「3D 対応液晶」（FH90/DN、FH55/DN）を

選択することができます。 

- 「タッチパネル式液晶」はマウスやキーボードを使わずにタッチで操作ができるので、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。 

- 「3D 対応液晶」は標準添付の電池不要で軽量な 3D メガネを装着することで、"3D 放送や

「Blu-ray 3D™」を視聴する"、"2D の DVD ソフトや写真データを 3D に変える"、"オリジナ



ルの 3D コンテンツを作る"の 3つの 3D 体験が楽しめます。 

・ キーボードは、光沢加工を施した、高級感あふれるグロッシーキーボードを選択することができ

ます。 

6.「ESPRIMO DHシリーズ」 

分離型のスリムタワーデスク「DH シリーズ」では、パソコンの基本性能にこだわったスペック構

成を選択することができます。 

・ 大容量の BDXL™に対応した Blu-ray Disc ドライブを選択することができます。BDXL™対応 Blu-ray 

Disc なら、従来の Blu-ray Disc（25GB）4 枚分にあたる 100GB のデータを 1 枚に保存できます。

（DH/70DN） 

・ メモリは、最大「16GB」まで選択することができ、複数のソフトウェアを同時に利用しても快適

に作業が行えます。 

・ HDD は、最大「約 2TB」まで選択することができ、インターネットで配信される高画質動画データ

や大量の音楽データなどを十分に保存できます。 

・ 液晶は、「なし」、「22 型ワイドスーパーファイン VX 液晶」、「24 型ワイドスーパーファイン VX 液

晶」、または「24 型ワイドノングレア液晶」から選択することができます。「ノングレア液晶」は

表面に光沢処理が施されていないため、蛍光灯などの映りこみを抑えることができます。 

・ OS は、ビジネス利用に役立つドメイン参加機能などをもった「Windows® 7 Professional 64 ビッ

ト 正規版（SP1 適用済み）」を選択することができます。 

 

【 サービス・サポートメニュー 】 

1.セキュリティソフト 

「ノートン™ インターネット セキュリティ 2011」のサービス有効期限を「15 ヶ月版」または「24

ヶ月版」に延長することができます。 

2. PC保証アップグレードサービス（注 2） 

製品保証を拡張できる、万が一の時に安心なサービスを展開しています。 

・ メーカー延長保証サービス 

通常のメーカー保証 1年間（無償修理期間）を 2年間延長します。初回のパソコン保証開始日よ

り 3年間、正常な使用状態で本製品のハードウェア部分が故障した場合に無料修理いたします。 

・ ワイド保証サービス（3 年） 

通常のメーカー保証 1年間（無償修理期間）を 2年間延長し、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、火災による故障なども無料修理いたします。

保証期間中は何度でも修理可能で、修理代の限度額や免責もなく、修理にかかる送料・引取費用

も無償となります。 

 

【 商標について 】 

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。 

 

【 注釈 】 

（注1）最新インテル® Pentium® プロセッサー（後報）：今後発売予定のインテル® Pentium® プロセッサー搭載

のモバイルプラットフォームです。CPUの最新情報については、インテル社より発表後に富士通製品情報

ページ（http://www.fmworld.net/fmv/）にて公開予定です。 

http://www.fmworld.net/fmv/


 

（注2） PC保証アップグレードサービス：本サービスをお申込の際には、対象となるパソコンのユーザー登録

（AzbyClubへの正規ご入会）が必要です。 


