
推奨スペック対応機種

軽さ
長時間
&

徹底追求

パソコン・4年間特別サポート・外付DVDドライブ・LANケーブル3m

入学者限定特別価格!!

■ 富士通ノートパソコン FMV LIFEBOOK Special Edition（2022年度日本大学工学部新入生向け特別仕様）　仕様一覧

株式会社 エフコム 
〒963-8520 福島県郡山市堤下町13番8号
エディソン・エフコムビル 
https://www.f-com.co.jp/

For Students

タブレット並み !!
重さ 約 875g
薄さ 約 15.5mm

大容量バッテリ!!
約22.5時間駆動

FUJITSU FMV LIFEBOOK

※オプション商品のご注文につきましては、ノートパソコンをご注文のお客様
　のみとさせていただきます。 

※詳細スペックは裏面の仕様一覧をご覧ください。

CPU：Core i5

2022 年 春 キャンパス PC

Special Edition

※1：本体内蔵メモリの取り外し・メモリの追加増設はできません。　※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：バッテリー駆動時間は、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。また、画面輝度・省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境に
よって、実際のバッテリー駆動時間は異なります。タッチパネルモデル、Thunderboltモデルは大容量バッテリーのみの選択となります。 　※4：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学修支援センター（70号館）またはITセンター（55号館）へご相談ください。　※5：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または、USB3.0、USB3.1で動作するには対応の周辺機
器が必要です。(＊1)最大5V/3.0A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、65W（20V/3.25A）以上を供給可能な機器が必要です。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。(＊2)最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。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）以上を供給可能な機器が必要です。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。　※6：変換コネクタ（別売）を利用することで、アナログRGB出力が可能です。テレビ等の映像を表示する機器に接続した場合、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。接続機器によっては、音声の始めが一部出力されないことがあ
ります。　※7：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。　※8：Bluetooth v5.0（WUB/F1、WUF/F1はBluetooth v5.1）
およびそれ以前の規格に準拠した機器との通信が可能です。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。　※9：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）に対応していません。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。　※10：デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドフォン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。　※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：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。

タッチパネル無：LIFEBOOK UH08/F3 
Ｗindows 11 Pro（64bit）
シルバーホワイト

第11世代 インテル®Core™ i5-1135G7 プロセッサー（4コア/8スレッド）（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4.2GHz

8GB　※LPDDR4X 、オンボード、空スロット無、CPUにより選択可能メモリに制限あり
約256GBフラッシュメモリ

IGZO 13.3型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）
解像度 FHD（1,920×1,080）1,677万色

タッチパネル無
外付けDVDドライブ付属
リチウムイオン電池 大容量50Wh（※4）
タッチパネル無モデル： 約22.5時間（大容量バッテリー）
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応
Wi-Fi6 IEEE 802.1 a/b/g/n/ax準拠 MU-MIMO対応
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）

USB Thunderbolt™ 4 対応モデル
Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）Type-C（USB Power Delivery対応(＊1)、DisplayPort Alt Mode対応）×2（左側面）  
USB3.2（Gen1）Type-A×2（左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1）

HDMI出力×１（※6）
RJ45コネクタ×１
φ3.5mmステレオ･ミニジャック（マイク･ラインイン･ヘッドフォン･ラインアウト･ヘッドセット兼用端子）（※7）
Bluetooth v5.1準拠（※8）
SDメモリカード対応（※9）
ステレオBOXスピーカー内蔵 / デジタル（ステレオ）マイク内蔵（ノイズキャンセラー機能）（※10）
タッチパネル無モデル：大容量バッテリー ：約857g～（バックライトKB無）
ACアダプタ：Thunderboltモデル［65W Type-C接続］約220g
307×197×15.5mm
［45W Type-C接続］93×40×28.5mm / Thunderboltモデル［65W Type-C接続］88×51×22mm
指紋認証 (Windows Hello対応)（電源ボタン）
HD Webカメラ内蔵（有効画素数約92万画素）プライバシーカメラシャッター付
■ 入学時に日本大学が保持しているライセンスでインストールいたします。
■ 入学時に日本大学が保持しているライセンスでインストールいたします。
ATOK、sMedio スマホデータ転送、Corel WinDVD（CPRM版）、AIノイズキャンセリングなど
4年間保証 /学修支援センター（70号館）窓口によるOA対応

在学中（4年間）
【修理保証】取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態に発生した機器障害の修理作業

【損害補償】火災、破裂、爆発、落雷、風災、雹災、水漏れ（水害を除く）、衝突、破損で修復不可能となった場合、または盗難に遭った場合、
同等機能を有する機械を補償し代替品として供与します。但し、部品交換等で修復可能な場合は修理作業の適用とします。

【修理保証】・【損害補償】
※詳細は、別紙「工学部推奨スペック対応ノートパソコン《4年間特別サポート》」をご参照ください。

平均3営業日（最短1営業日）

①利用者の故意、過失 ／ ②置き忘れに起因する紛失・盗難 ／ ③詐欺、横領に起因する損害 ／
④本体以外の添付品（ACアダプタ、マウス、PCバッグ等）および消耗品（バッテリを含む） ／
⑤自然消耗、変色、液晶ディスプレイの劣化 ／ ⑥使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等
※ご契約時に免責事項をお知らせいたします。

品名 
基本OS 
カラー 

CPU 
 
メモリ（※1） 
SSD（PCIe）

液晶ディスプレイ（※2） 

光学ドライブ

バッテリー

通信

キーボード

インターフェイス

スピーカー / マイク 

本体質量（※11）
 

 
外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず） 
ACアダプタ寸法（幅×奥行×高さ）（※12） 
セキュリティー 
Webカメラ 
Office 
ウィルス対策 
その他ソフトウェア 
メーカー保証 / QAサポート  
 
特別サポート 

保証内容 
 

費用の自己負担

通常修理日数

保証の対象とならない事項

有線LAN機能
無線機能

USB（※5）

外部ディスプレイ端子
有線LAN
ヘッドフォン端子
Bluetooth
ダイレクト・メモリスロット

バッテリー駆動時間（JEITA2.0準拠）（※3）

販売・保守サポート会社 日本大学工学部 学生用推奨PC係  
024-941-8444（専用ダイヤル） TEL

https://www.f-com.co.jp/nupc/

¥163,000税込

オプション

オプション

オプション

¥8,000（
税
込
）

¥10,000（
税
込
）

¥28,000（
税
込
）

安心の
特別サポート付き!

【全損・盗難対応】

年間4

周辺機器セット 

15.6 型タッチ機能付き 
モバイルディスプレイ 

ポータブル
ハードディスク2TB 

1
2
3

問合せ窓口

申込専用サイト

販売パートナー
CEパートナー

スマートフォンは
QRからアクセス▶

お申込みは裏面「申込専用サイト」から

起動・作業が速い
メモリ：8GB
SSD：256GB

頑丈設計
自転車通学も
満員電車も安心

充実のコネクタ
USB×4
有線 LAN×1

標準添付
4年間特別サポート／外付DVD-Rドライブ／
LANケーブル　3m

オプション商品（別売）もご検討ください

軽い！速い！強い！
キャンパスで安心して使える

日本大学工学部



超軽量・長時間駆動

日本大学工学部推奨スペック対応機種 キャンパス内で圧倒的シェア 

充実の保証で万一のトラブルも安心

充実のサポート内容&最短1営業日の迅速修理！

たくさんの学生様に
ご購入いただいております！ 

軽く持ち運べて、
長時間使えるから
大学生活にぴったり！

大
学
生
活
の
必
需
品
だ
か
ら

特
別
サ
ポ
ー
ト
付
き
で
安
心
！

安心の 4年間特別サポートが標準で付属。 ４年間のメーカー保証＆特別サポートで パソコンの全損や盗難に
も対応できます。キャンパス内の対応窓口にて故障品をお預かりし、最短 1営業日（平均 3営業日）で修
理返却が可能！ 充実のサポート内容で多くの学生様に選ばれています。

日本大学工学部入学者様に向けて、 エフコムと富士通が 
[ 価格・仕様・保守サポート］を 特別企画した限定パソコンです。

FMV LIFEBOOK Special Editionの主な特徴  

・高速処理を実現する最新テクノロジーを採用 
　（Intel 第 11 世代CPU、メモリ 8GB、SSD256GB、
　Thunderbolt4 対応 USB Type-C、Wi-Fi6　など） 
・AI ノイズキャンセリングアプリ搭載で通信ノイズや
  周囲の雑音を低減 
・スマートフォンカメラ転送機能で、お手持ちの
  スマートフォンをサブカメラとして活用可能 
・安心して持ち運べる頑丈設計 
・入力ミスが少ないフルサイズキーボード 

※家電量販店や他販売会社では、取り扱っておりません 

周辺機器セット 15.6 型フルHDタッチ機能付き 
モバイルディスプレイ 

ポータブルハードディスク 
カクうす Lite　2TB 

大切な研究成果や
論文をバックアップ

持ち運び可能
遠隔授業や研究発表に

周辺機器の充実で
高度な学びをより快適に

※オプション商品のご注文につきましては、ノートパソコンをご注文のお客様のみとさせていただきます。 

※詳細は、別紙「工学部推奨スペック対応ノートパソコン《4年間特別サポート》」をご参照ください

在学中の４年間、落下事故によ
る破損・損傷など、思わぬアク
シデントで故障した場合は物損
補償いたします。 

在学中の４年間、火事や落雷に
あったり、飲み物などをこぼし
てしまっても補償します。 
（修理不能時は同等品に交換） 

在学中の４年間、万が一の盗難
に遭った場合は、学内窓口まで
ご相談ください。 

あると便利な周辺機器のセットです。 
持ち運び可能なモバイルタイプであ
りながらも、15.6 インチの大きめな
ディスプレイ 。 
画面拡張やマルチモニタとして、遠
隔授業や研究発表などにご活用いた
だくと大変便利です。 

USB 接続の 2TB 大容量外付けハー
ドディスク 。 
パソコンの故障は修理で直せますが、
データは元に戻せない場合があり、 定
期的にパソコンのデータバックアッ
プをすることが重要です。 

¥8,000税込

オプション 1 オプション 2 オプション 3

¥10,000税込

¥28,000税込

2TB
15.6
Full HD

安心の特別サポート付き!【全損・盗難対応】

年間4

落下（物損）補償 災害補償 盗難補償 
被災時も学内窓口で受け付け落として壊れてしまっても修理対応 盗まれたらまず受付窓口へ！ 

・ワイヤレスマウス
・インナーバック 
・ヘッドセット
・画像編集Photo Studio （5年間ライセンス） 
・動画編集 Filmora（永久ライセンス）  

FUJITSU FMV LIFEBOOK Special Edition

重さ 約857g

厚さ 約15.5mm

駆動時間 時間22.5

USB
Type-A

USB
Type-C

Touch screen

年連続 位20 1学
内パ

ソコ
ン販売・サポート実

績
 

2022年春学生PCプロモーション動画 

キャンパスでのパソコン活用
イメージを御覧ください！ 

https://youtu.be/zQJuFHGOHpU

軽くても豊富なインターフェース

有線 LAN
Type-A
SDカード
（フルサイズ）

防犯ロック
Type-C
Type-C
HDMI
Type-A

Audio ジャック

防犯ロック

インターフェース 用途

USB Type A

セキュリティワイヤ装着用スロット。

フルサイズSD カードを直接挿入し、データの読み書きが可能。

マウスやハードディスクなど各種装置の接続が可能。

LANケーブルを接続し、ネットワークの有線接続に使用。

USB Type C

HDMI

Audio ジャック

有線 LAN ポート

SDカードスロット

USBの次世代規格。電源供給や映像出力にも対応。
ACアダプタ接続やスマートフォンの充電も可能。
モバイルディスプレイ（オプション）も接続が可能。 

映像・音声・制御信号の伝送規格。
プロジェクタやディスプレイへの出力などに利用。

3.5mmステレオミニジャック。
イヤホンだけでなく、ヘッドセットも接続が可能。

別売りオプションでもっと便利に

常設している受付窓口と
サービスマンの訪問修理により、
迅速な修理対応を実現しています！ ※受付時間によっては翌営業日以降の修理となります。

平　日 （ 8：30 ～ 19：00 ）受付＆修理
土曜日 （ 8：30 ～ 13：00 ）受付のみ


