
 
 

 
 

平成 22 年 12 月 8 日 

「光ＬＩＮＫ
リ ン ク

 Ｐ Ｃ
ピーシー

」シリーズ「2010 年冬モデル」の販売開始について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 「フレッツ光」とは NTT 東日本のブロードバンドサービス（アクセス回線）であり、 「フレッツ 光ネクスト」と「B フレッツ」の総称です。 
※2 ご利用には NTT 東日本の「フレッツ光」及び映像サービス提供事業者とのご契約が必要になります。詳しくは、【別紙 2】をご参照ください。

また、本商品は「地上デジタル放送 IP 再送信」には対応しておりません。なお、ビデオサービス、テレビサービスともに録画はできません。 
 

1．「光ＬＩＮＫ ＰＣ」シリーズ「2010 年冬モデル」概要 
（1）NTT 東日本オリジナルカスタマイズモデル「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１Ｎ」を新たにラインアップ 

「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１Ｎ」は、富士通株式会社様（以下、富士通様）製のノートパソコンをベースに、ＮＴＴ

東日本によるオリジナルカスタマイズモデルとしてＮＴＴ東日本でのみ販売を取り扱います。 
本商品は富士通様製のパソコンとしては初めて「ひかりTV」に対応したモデルであり、より使いやすく軽

快な操作で視聴できるよう専用リモコン、専用メニュー画面をご用意しました。また、ブルーレイディスクド

ライブを搭載しており、ハイビジョン映像が楽しめます。 

 
【「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１Ｎ」での「ひかりＴＶ」をご利用時のメニュー画面】 

（2）商品概要 

「光ＬＩＮＫ ＰＣ」シリーズ 
商 品 名 

光ＬＩＮＫ ＰＣ‐Ｆｕ７１Ｎ※3 光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ９０Ｄ※3 

外 観 

 

 

 

 

区 分 
ノートモデル 

【NTT 東日本オリジナルカスタマイズモデル】 
デスクトップモデル 

販売開始日 平成 22 年 12 月 17 日（金） 平成 22 年 12 月 10 日（金） 
販 売 価 格 139,000 円（税込：145,950 円） 125,000 円（税込：131,250 円） 
販 売 地 域 ＮＴＴ東日本の営業エリア※4 

※3 各機種の利用イメージおよび仕様については、【別紙 2】【別紙 3】をご参照ください。 
※4 新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。 

 

■ NTT 東日本は「光ＬＩＮＫ ＰＣ」シリーズの「2010 年冬モデル」として、ご利用のシーンにあわせて選べる 
オリジナルカスタマイズモデルを含む 2 機種を、平成 22 年 12 月 10 日（金）より順次販売開始します。 

■ 今回、「2010 年夏モデル」のビジネス向け機種の後継である「光ＬＩＮＫ ＰＣ‐Ｆｕ９０Ｄ」に加え、新たなライ

ンアップとして、「フレッツ光」※1 を利用した高画質映像配信サービス「ひかりＴＶ」※2
に対応した NTT 東日

本オリジナルカスタマイズモデル「光ＬＩＮＫ ＰＣ‐Ｆｕ７１Ｎ」（以下、本商品）をご用意しました。
 

■ 「光ＬＩＮＫ ＰＣ」シリーズは、ご購入のお客さまへの各種サポートが充実しており、初心者の方でも安心 
してご利用いただけます。 



（3）各機種の主な特長 
①「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１Ｎ」※5 

・ 専用チューナ不要で簡単に「ひかりＴＶ」※6 をお楽しみいただくことが可能。 
（専用リモコン、専用メニュー画面を用意。） 

・ ブルーレイディスクドライブを搭載し、ハイビジョン映像等が楽しめます。 
・ 縦４列で使いやすいフルサイズテンキー付キーボード搭載。 
・ Microsoft®「Windows® 7 Home Premium※7」が利用可能。 
・ Microsoft® 「Office Home and Business 2010」を搭載。 

 
②「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ９０Ｄ」 
・ モニタ分離型のビジネス向けデスクトップモデル。 
・ Microsoft®「Windows® 7 Professional 32 ビット正規版」が利用可能。 
・ Microsoft® 「Office Home and Business 2010」を搭載。 

 
※5 特長の詳細は、【別紙 1】をご参照ください。 
※6 「ひかり TV」を視聴するために必要な契約等については、【別紙 2】をご参照ください。 
※7 出荷時には、Microsoft®「Windows®

 7 Home Premium 32 ビット正規版」がインストールされています。リカバリを実施することで、

Microsoft®「Windows®
 7 Home Premium 64 ビット正規版」も利用可能です。 

            
2．ご購入のお客さまへの充実したサポート 

ご購入いただいたお客さまには、パソコンの設定や操作、故障等に対する充実したサポートをご用意し

ております。 
 

（1）ご購入のお客さま専用の「サザンクロス（光ＬＩＮＫ）お取扱い相談センタ」※8 にて、パソコンの操作方

法や設定に関する様々な質問※9 に対し無料でお答えします。 

※8 電話のみの受付です。受付時間は午前 9 時から午後 9 時＊です。（年末年始を除き、年中無休です。携帯電話・PHS・050IP 電話

からの通話料については、お客さま負担となります。） 
＊受付時間は、平成 23 年 1 月 4 日（火）より午前 9 時から午後 5 時（年末年始を除く）へ変更となります。 

※9 光ＬＩＮＫ ＰＣ（サザンクロスＰＣ含む）、ルータ等の周辺機器の設置・設定、インターネット接続までの操作方法の取扱説明等が対 

象となります。 
      

（2）「あんしんサポート」※10 をご契約いただくことにより、毎月定額料金で故障修理やパソコン、ソフトウ

ェアの操作・設定方法等について訪問によるサポートを行います。 
※10 ご契約の期間はご購入時から 3 年間です。サポート内容はハード故障、OS 復旧、AP 復旧、電話サポート、3 年間で 2 回までの

訪問サポート（3 回目より有料）になります。なお、各機種の「あんしんサポート」料金は【別紙 3】をご参照ください。 

 
（3）上記（2）のほか、お客さまのご要望に応じて、お客さま宅へ訪問し、パソコンの設置・設定からインタ

ーネット接続まで、必要なセットアップを実施します。（有料） 

 
3．お客さまからのお申し込み、お問い合わせ先 

＜電話によるお申し込み、お問い合わせ先＞ 
0120-506116※11 

※11 受付時間：午前 9 時から午後 9 時（年末年始を除き、年中無休です）。携帯・PHS からもご利用いただけます。 

  

＜インターネットによるお申し込み先＞ 
Web116.jp 
URL：http://web116.jp/ced/ 
 

【別紙 1】ＮＴＴ東日本オリジナルカスタマイズモデル「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１Ｎ」の特長 
【別紙 2】利用イメージ 
【別紙 3】仕様一覧 
 
 
 
 
 
 
 

光ＬＩＮＫは、「フレッツ光」につなげるご家庭向けの通信機器シリーズです。 

http://web116.jp/ced/�


【別紙１】ＮＴＴ東日本オリジナルカスタマイズモデル「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１Ｎ」の特長 
 

1. おすすめの“こだわりポイント” 
（1）「ひかり TV」が視聴可能 

富士通株式会社様（以下、富士通様）製のノートパソコンをベースに、ＮＴＴ東日本によるカスタマイズ

として「ひかり TV」に対応いたしました。富士通様製パソコンで「ひかり TV」に対応したのは本商品が初

めてになります。また、専用リモコン、専用メニュー画面を用意しておりますので、より使いやすく軽快な

操作で視聴できます。 
＊お客さまが、本商品を利用して「ひかり TV」をご視聴いただく場合は、ＮＴＴ東日本の「フレッツ光」及び株式会社 NTT ぷらら、株式会社アイ

キャストの提供する映像サービスのご契約が必要になります（初期費用、月額利用料がかかります。）。ご契約されるサービスやプランによ

り視聴できるチャンネルが異なります。また、本商品は「地上デジタル放送 IP 再送信」には対応しておりません。なお、ビデオサービス、テ

レビサービスともに録画はできません。 
 

（2）ブルーレイディスク対応だから、ハイビジョン映像が楽しめます 
人気のブルーレイ映画ソフトを高画質で視聴できます。さらに、ご家庭内の液晶テレビにつなげば※１、

迫力の映像を大画面で楽しめます。 
また、ハイビジョンムービーカメラで撮影した映像の美しさを、そのままの状態でブルーレイディスク

に保存ができ、しかも大容量だから余裕をもって映像保管ができます。 
※1 接続には市販の HDMI ケーブルが必要です。 

 

（3）安心設計の日本製 
パソコン本体の部品受入検査・CPU 組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)

を日本国内で実施しています。 
 

（4）環境にもやさしい“LED 液晶”採用 
テレビにもエコ照明にも、さらには信号機にも採用されている LED 液晶を採用。水銀を使用せず、消

費電力も少ないから環境にも優しくなっております。  
 

（5）音の迫力にこだわったスピーカーレイアウトとサラウンドシステム採用 
スピーカーを斜めに設置することで、耳に迫力のある音が直接届きます。また、映画館やライブ会場

にいるようなサラウンド効果を出すために、「DTS※２ Surround Sensation | UltraPC™」を採用し、臨場

感のある音を体感できます。 
※2 DTS は DTS, inc.の登録商標です。 

 

2. 使う人にやさしい“こだわり機能” 
 （1）数字入力に便利な「4 列テンキー」搭載 

縦４列で使いやすいフルサイズテンキー付キーボードを搭載しており、数字入力が多い人には、

「000」キーや「TAB（ﾀﾌﾞ）」キーがあるので素早く快適入力が可能です。 
 

 （2）マウスを使わずに画面を上下に移動表示が可能な「スクロールパッド」搭載 
マウスに持ち変えなくても、「指をくるくる回すだけ」で画面を上下に動かせるから便利です。 

 

 （3）文字入力がとっても快適な「快適キーボード」採用 
キーピッチ（キーとキーの間）が約 18.4 ㎜を確保し、更に、最適な押しごこちを実現するストローク

（深さ）のため、疲れにくいつくりです。 
 

 （4）自動で画面を ON/OFF できる「人感センサー対応 Web カメラ」搭載 
テレビでも話題の「人感センサー」を搭載。人の顔を感知して、自動で画面の電源を ON/OFF するた

め、席を外した際にも、こまめに節電してくれます。 
 

 （5）まずはここから「ワンタッチボタン」搭載 
やりたいことをメニューで紹介してくれる「メニューボタン」、困った時は 「サポートボタン」によるワン

タッチ操作ができます。 
 

 （6）電子辞書としても使える「豊富な辞書・辞典」を搭載 
広辞苑や現代用語の基礎知識、国語辞典や英語辞書、総合辞典等、書籍で買えば高価な辞書が

標準で搭載されています。 
 



【別紙２】利用イメージ 
 
【「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１Ｎ」 （「ひかりＴＶ」対応モデル）】 

 
 

＜「光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１Ｎ」（以下、本商品）で「ひかり TV」をご視聴になる場合の注意事項＞ 
＊お客さまが、本商品を利用して「ひかり TV」をご視聴いただく場合は、ＮＴＴ東日本の「フレッツ光」及び

株式会社 NTT ぷらら、株式会社アイキャストの提供する映像サービスのご契約が必要になります（初

期費用、月額利用料がかかります）。ご契約されるサービスやプランにより視聴できるチャンネルが異

なります。また、本商品は「地上デジタル放送 IP 再送信」には対応しておりません。なお、ビデオサー

ビス、テレビサービスともに録画はできません。 
＊お客さまが本商品を利用して「ひかり TV」をご視聴いただくにはデスクトップ上のショートカットアイコン

（「ＩＰＴＶビューアーfor ひかりＴＶ）をクリックし、画面にしたがってご利用いただきます。 
＊お客さまが、本商品を利用して「ひかり TV」をご視聴いただく場合は有線 LAN でご利用ください。 
＊お客さまのご利用環境や、ネットワーク混雑状況によりご利用できない場合があります。また、複数の

ソフトウェアが起動している（CPU が高負荷の状態）場合や「ひかり TV」をご視聴中にその他の操作を

行うと、映像がコマ落ちするなど、映像がスムーズに表示されないことがあります。 
＊一部ご視聴いただけないビデオ作品がございます。また、一部のチャンネル・ビデオ作品については、

ハイビジョンではなく、標準画質でのご提供となりますので、予めご了承ください。詳しくは株式会社

NTT ぷららが運営する以下のホームページをご参照ください。 
＜視聴いただけないビデオ作品＞http://www.hikaritv.net/iptv/list_wpc.pdf 
＜標準画質でのご提供となるチャンネル・ビデオ作品一覧＞http://www.hikaritv.net/iptv/list_sd.pdf 

 
 



【別紙3】仕様一覧

ノートモデル デスクトップモデル

光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ７１N 光ＬＩＮＫ ＰＣ-Ｆｕ９０Ｄ

139,000円
（税込　145,950円）

125,000円
（税込　131,250円）

平成22年12月17日（金） 平成22年12月10日（金）

富士通　FMVA553BHW
【ＮＴＴ東日本オリジナルカスタマイズモデル】

富士通　FMVDE4T0E1

Windows® 7 Home　Premium　32ビット/64ビット正規版
(※2）

Windows® 7 Professional 32ビット 正規版

15.6型ワイドTFT液晶 19型TFT液晶

インテル® Core™ i3-370M プロセッサー（2.40GHz） インテル® Core™ i3-550 プロセッサー（3.20GHz）

4GB（2GB×2）（最大8GB）、スロット数2（空き0）
(※3）

2GB（1GB×2）（最大4GB）、スロット数2（空き0）

約500GB 約160GB

Blu-ray Discドライブ
（ＤＶＤスーパーマルチドライブ機能対応）

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD±R　DL 2層書込対応）

無線LAN（IEEE 802.1b/g/n準拠） -

－ －

Microsoft® Office Home and Business 2010 Microsoft® Office Home and Business 2010

630円
（税込　661.5円）

630円
（税込　661.5円）

※1　プレインストールされているOSのみサポートします。
※2　出荷時には、Microsoft®「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」がインストールされています。リカバリにより「Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版」として利用することができます。
※3　Microsoft®「Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版」利用時の最大メモリは4GBです。
※4　「あんしんサポート」は、光ＬＩＮＫ ＰＣ(サザンクロスＰＣ)をご購入時のみお申し込み可能です。
＊記載の製品名・会社名はそれぞれ各社の商標又は登録商標です。

区分

メインメモリ

CPU

基本OS（※1）

商品名

商品画像

あんしんサポート
[月額料金](※4)

販売開始日

販売価格

アプリケーション

ディスプレイ

CD/DVDドライブ

ベースモデル

HDD

無線通信機能

タッチ対応
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