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法人向けバリューシリーズ

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U9310/DX

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

※画面はハメコミ合成です。

〔 Windows 10 November 2019 Update 適用 〕

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー 搭載

［Personal 2019］：Microsoft® Office Personal 2019 ［Home & Business 2019］：Microsoft® Office Home & Business 2019

LIFEBOOK U9310/DX

再インストール時必須 リカバリディスク標準添付

Windows 10 November 2019 Updateプリインストール

無線LAN(Wi-Fi6)、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー搭載

快適なモバイルワークを実現（質量約898g*、薄さ約15.5mm）

特長

無線WAN(LTE)モデルはNTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応

高速通信を実現するThunderbolt™3 を標準搭載（Core i7モデル）

第10世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサー 採用

手軽で確実なセキュリティを実現する手のひら静脈センサー搭載モデルが選択可能

快適・セキュアなテレワークを実現するラインナップ

パソコン内蔵の手のひら静脈セン
サーにより、「非接触型の静脈認
証」を実現。
最も安心で最も簡単な手のひら静
脈認証が、面倒なパスワード入力
から解放します。
※手のひら静脈センサー内蔵モデルには、

指紋センサーは内蔵されていません。

働き方改革を実現する「モバイル
ワーク」を推進するために、より
快適かつセキュリティが保たれた
環境が必要不可欠です。無線WAN
（LTE）はスマートフォンと同様、
起動したら接続手順を踏まずにす
ぐにインターネットにつながる利
便性と、悪意のあるハッカーによ
るパソコンへの侵入を防ぐ強固な
セキュリティが大きな特長です。

手のひら静脈センサー搭載モデル 無線WAN（LTE）搭載モデル

*無線WAN(LTE)モデルは約918g

★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

プリインストールOS CPU メモリ ストレージ ワイヤレス通信 USBインターフェース 液晶ディスプレイ アプリケーション 型名

－ 　　FMVU2801GP

Personal 2019 　　FMVU2801HP

Home & Business 2019 　　FMVU2801JP

－ 　　FMVU2801DP

Personal 2019 　　FMVU2801EP

Home & Business 2019 　　FMVU2801FP

－ 　　FMVU2803TP

Personal 2019 　　FMVU2803VP

Home & Business 2019 　　FMVU2803WP

－ 　　FMVU2803PP

Personal 2019 　　FMVU2803RP

Home & Business 2019 　　FMVU2803SP

－ 　　FMVU2803LP ★

Personal 2019 　　FMVU2803MP ★

Home & Business 2019 　　FMVU2803NP

インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー

（1.80GHz）

Windows 10 Pro

（64bit）

インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー

（1.60GHz）

特長

8GB （8GB×1）

無線WAN(LTE)

無線LAN(Wi-Fi6)

&

Bluetooth V5.0

13.3型フルHD

（1920×1080）

（Thunderbolt™3

USB3.2[Type-C]）

左側面×2

（USB3.2[Type-A]）

左側面×1　右側面×1

大容量バッテリー、

黒筐体

手のひら静脈

センサー

指紋センサー

手のひら静脈

センサー

指紋センサー

暗号化SSD 256GB8GB （8GB×1）

無線WAN(LTE)

無線LAN(Wi-Fi6)

&

Bluetooth V5.0

無線LAN(Wi-Fi6)

&

Bluetooth V5.0

（USB3.2[Type-C]）

左側面×2

（USB3.2[Type-A]）

左側面×1　右側面×1

暗号化SSD 512GB



※1：既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、
にじむような表示になる場合があります。

※2：内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像
度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。

※3：ストレージの区画につきましては、「ストレージの空き容量について」を
ご覧ください。

※4：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使
いの機器やネットワーク環境により異なります。
必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、
1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup On LAN機能は
ご使用になれません。

※5：〔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、アマチュア無線局、免許を必要としない特定小電
力無線局など（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。

●本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵
触する可能性があります。

●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。

※6：全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを
保証するものではありません。

※7：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーが
SMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。
※パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョン

が異なります。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
※8：すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）、および

microSDカード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、
SDXCメモリーカードは最大512GBまでとなります。

※9：全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※10：バッテリ駆動時間は、ご利用状況や構成によっては記載時間と異なる場合が

あります。
※11：一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。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、
実際の駆動時間は使用条件により異なります。

※12：スリープ時、または電源OFF時。
※13：当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ、標準ストレージ容量、DVD-

ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載（搭載可能機種のみ）、無線
LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。

※14：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。

※15：平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
※16：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。
※17：日本語版のみ。
※18：リカバリディスクを標準添付。
※19：日本語OS。
※20：Windows 10 November 2019 Update。
※21：オンボードメモリの取り外しはできません。また、メモリの追加増設もでき

ません。
※22：ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※23：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。
※24：Wakeup On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。

使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使
用する」に変更してください。

※25：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。
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。

※26：OS上の設定により変更可能です。
※27：サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情

報」をご確認ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/
※28：ご利用に関する詳細は、下記ページのNTTドコモ/KDDI(au)/Softbank対応

無線WAN搭載モデルをご確認ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/u939d/spec.html#ANC_WAN

※29：全てのThunderbolt機器について動作を保証するものではありません。
※30：最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。

45W（20V/2.25A）以上を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です
（左側面奥のみ）。ただし、全ての対応機器の動作を保証するものではあり
ません。

ストレージの空き容量について

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、WindowsRE領域：約3GB。ストレージ容量より約4.1GBを除いた容量
がパーティション3（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの
区画のみFAT32になります）

※1：本体に格納されたドライバーズディスクを検索したり、ドライバー、アプリケーションをインストールすることができます。
※2：「ドライバーズディスク」には本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをイ

ンストールする必要があります。
※3：無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィーリブセーフ」使用開始から60日間、「i-フィルター for マルチデバイス」使用開始から30日

間です。
※4：パケットライトの書き込みには対応しておりません。

ソフトウェア対応表

●：インストール済み 。▲：本体に入っているプログラム「Fujitsu -ドライバーズディスク検索」または、標準添付のドライバーズディスクよりインス
トールしてください。◇：ストレージ内に格納（未インストール）■：BIOSからの起動になります。◎：標準添付のWinDVDディスクよりインストールをし
てください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）

お問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

■このカタログは、2020年6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。
■オープン価格の製品につきましては標準価格または希望小売価格を定めていません。

FJPVC2006U

本体仕様一覧表

●本カタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●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。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、
添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。
（弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください） ＜ダウンロードサイト＞http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●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、予めご了承ください（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、プロジェクターの表示しうる全ドット
数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。）。●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、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。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物
資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります（ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります）。●本製品はバッテリ残量を50％以下にして出荷しています。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です｡
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。●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5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がありますが、これによ
る損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の留意事項については、法人向けノートPC タブレット システム構成図
等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1GB＝1000×1000×1000Byte換算値です。1GB＝1024×1024×1024Byte換算のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●Intel、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Intel
insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Microsoft Edge、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPoint、OneNoteは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連
会社の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing,LLCの商標または、登録商標です。●Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●McAfee、マカ
フィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●WinDVDは、Corel Corporationの商標です。●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。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。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。●Windows 10の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/home をご覧ください。

赤字で記載した箇所は選択可能です。

ソフト名称 U9310/DX

インターネット Microsoft Edge ●

ユーティリティ Plugfree NETWORK ▲

Skylight ▲

ドライバーズディスク検索ツール ※1 ●

マイクミュートユーティリティ ●

USB Type-C充電・給電ユーティリティ※2 ●

Function Key Lock Utility※2 ●

モデル情報表示ユーティリティ ●

Function Manager ※2 ●

静音ユーティリティ※2 ●

ハード設定 ワンタッチボタン設定 ※2 ●

サポート アップデートナビ ※2 ●

富士通ハードウェア診断ツール ■

FUJITSU Software パソコン乗換ガイド ▲

セキュリティ FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2 ▲

FUJITSU Software Portshutter Premium ▲

マカフィー® リブセーフ™ ※3 ◇

i-フィルター for マルチデバイス ※3 ◇

ハードディスクデータ消去 ■

電源管理 バッテリーユーティリティ ※2 ●

ピークシフト設定 ▲

CD/DVD作成 Roxio Creator LJ ※4 ●

LIFEBOOK U9310/DX

プリインストールOS Windows 10 Pro (64bit)※18※19※20

CPU インテル® Core™ i7-10610U インテル® Core™ i5-10210U

プロセッサー（HTテクノロジー対応） プロセッサー（HTテクノロジー対応）

動作周波数 1.80GHz 1.60GHz

（インテル® ターボ・ブースト・

テクノロジー対応：最大4.90GHz）

（インテル® ターボ・ブースト・

テクノロジー対応：最大4.20GHz）

コア数/スレッド数 4/8 4/8

キャッシュメモリ  2次/3次 256KB×4/8MB 256KB×4/6MB

チップセット CPUと一体

メインメモリ 標準/最大 標準8GB（オンボード/増設交換不可）※21

メモリスロット [空き] －

表示機能 グラフィックスアクセラレータ Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）

ビデオメモリ メインメモリと共有

内蔵ディスプレイ LEDバックライト付TFTカラーLCD、

（解像度、表示色数）※1 フルHD（1920×1080ドット）アンチグレア処理、最大1677万色※22

パネルサイズ 13.3型ワイド

ドットピッチ 0.153mm（フルHD）

入力方式 －

外部ディスプレイ表示※2 USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、最大1677万色

ストレージ ※3 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 暗号化機能付フラッシュメモリディスク

（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）512GB （DRAM-less SSD/PCIe NVMe）256GB

オーディオ機能 チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）

ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵

Webカメラ 内蔵（有効画素数約207万画素、Windows Hello対応）

キーボード 日本語アイソレーションキーボード

（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）

ポインティングデバイス フラットポイント

通信 LAN※4 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24

無線LAN※5 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（UL/DL MU-MIMO対応）

無線WAN（LTE） 無線WAN（LTE）※28 無線WAN（LTE）※28 /  －

Bluetooth®※5※6 Bluetooth V5.0準拠

インテル® vPro™ テクノロジー/AMT －

セキュリティ セキュリティチップ（TPM） TCG Ver2.0準拠

生体認証※7 内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）または手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換）

ダイレクト・メモリースロット SDメモリーカード×1スロット※8

インターフェース 外部ディスプレイ HDMI出力端子×1

LAN RJ-45×1

ヘッドホン/ラインアウト端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック

マイクイン/ラインイン端子 （マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドホン兼用端子）※26

USB※9 Type-A USB3.2（Gen1）×2（右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き）

Type-C

Thunderbolt™3 USB3.2（Gen2）

（DisplayPort Alternate Mode対応）×2

（左側面奥、左側手前）※29※30

USB3.2（Gen2）

（DisplayPort Alternate Mode対応）×1（左側面奥）、

USB3.2（Gen1）×1（左側手前）※25

ポートリプリケータ/クレードル －

電源供給方式 ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー

バッテリ リチウムイオン 50Wh（大容量バッテリー）取り出し不可

バッテリ駆動時間※10 （JEITA2.0※11） 約23.0時間

バッテリ充電時間※12 標準 約2.6時間

消費電力（最大時）※13 約2.1W (約74W) 約2.4W (約45W)

電波障害対策 VCCI Class B

省エネ法に基づくエネルギー消費効率※14（2022年度基準） 10区分 12.0kWh/年 (AA) 10区分 13.1kWh/年 (A)

外形寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※突起部含まず 309×212×15.5mm（突起部含まず）

質量※15 約918g 約898g（無線WANモデル 約918g）

状態表示 LED

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、結露しないこと

サポートOS※16※17※27 Windows 10 Pro (64bit)※19※20、Windows 10 Enterprise※19※20、Windows 10 Enterprise LTSC 2019※19


