
■商品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）�
■カタログについてのご注意�
●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品､�
画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザイン、サービスならびに�
サービス内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●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。●本カタログのディスク容量は､1MB=10002byte、1GB=�
10003� byte換算値です｡1MB=1024

2
 byte、1GB=1024

3
�byte換算のものとは表記上同容量でも､実容量は少なく�

なりますのでご注意ください。●プレインストール／添付ソフトのバージョン／レベルや詳細機能は、予告なしに�
変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プレインストール／添付ソフトは、市販�
のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載に�
ついては、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレインストール／添付ソフトのマニュアルの中�
にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。�
■商品のご使用について�
●WindowsXP用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中にはファミリーネットワークステーションやパソコン�
で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●音楽�
や画像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）や画像の�
複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽�
や画像をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。●オプション�
機器ご購入の際には､富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」の「FMVシリーズ システム構成図」を�
参照し､接続を確認したうえでお買い求めください。●テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データ�
は､個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。●本カタログで使用しているファミリーネットワーク�
ステーション、パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは�
行っておりません。●誤操作や故障などにより、本カタログで使用しているファミリーネットワークステーション、パソ�
コン本体の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、�
これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータはあらかじめCD-R�
�

安全に関するご注意�

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。�

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。�
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。�

（RW）などにバックアップを取っておくことをおすすめします。●本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時には、�
インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承くだ�
さい。●本カタログに記載された商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店など�
にご確認のうえ、お選びください。●液晶ディスプレイは、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、液晶ディスプレイの特質上、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。�
●液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使し、一画面上に235万個以上の画素（ドット）より作られています。�
このため、画面上の一部に非点灯や常時点灯するドットが存在する場合がありますが、故障ではありませんので�
あらかじめご了承ください。●本製品には、有寿命部品（CRT、LCD、HDD等）が含まれており、長時間連続で�
使用した場合、早期の部品交換が必要になります。●本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税�
は含まれておりません。また､導入および修理にあたっての配送､設置､インストール、操作指導等に要する料金およ�
び廃却に伴う費用等は含まれておりません｡●本装置の保証期間は1年間です。●本製品の補修用性能部品（製�
品の機能維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年間です。●本製品を海外に輸出する、また�
は非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●エネルギー�
消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除した�
ものです。●カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリケーションのアップグレード�
が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。�
■商標について�
●Intel、PentiumはIntel Corporationの登録商標です。●AMD、AMD AthlonはAdvanced Micro Devices,Inc.�
の商標です。●Microsoft、Windows、Outlook、Bookshelfは､米国マイクロソフトコーポレーションの米国および�
その他の国における商標または登録商標です。●「i-mode /アイモード」は（株）NTTドコモの登録商標です。�
●G-GUIDEはジェムスター社の登録商標です。●AzbyClubは富士通株式会社の商標です。●その他の名称に�
ついては､一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。�

★本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費および、廃却に伴う費用等は含まれておりません。�
★このカタログに記載の価格、仕様ならびにサービス内容等は2002年10月現在のものです。これらについては、予告なしに変更することがあります。�

富士通株式会社�
�

注意：電話番号はお間違えのないよう、お確かめの�
         うえおかけくださるようお願いいたします。�

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。�

◎インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」�
   http : // www. fmworld.net /

    iモードからも見られる「FMWORLD.NET」�
   http : // www. fmworld.net /m/

本カタログに記載されているFMVの商品紹介を、Viewpoint®社の�
Viewpoint Media PlayerTMによる3D画像でご覧いただけます。�

◎出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ�
　PC家庭教師（有料） 0120-37-2794

◎富士通オープンカレッジに関するお問合せ�
　事務局 0120 - 559 - 506

◎富士通マイゼミナールに関するお問合せ�
　東京（03）3255-4711　 横浜（045）224-2835�
　名古屋（052）239-1181　 大阪（06）6949-4137�
　福岡　0120 - 42 - 0103　 札幌（011）221-0314�
　仙台（022）267-5011　 大宮　0120-88 -2982�
　広島（082）567-7201　 高松（087）812 - 8111�
�

�

◎富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口�
　［購入前相談窓口］お問合せ時間 9:00～17:00

＊システムの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。�
＊各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。�

キューゴーマル  フジツー�

0120 - 950 - 222 �

CB2624 2002年10月Tこのカタログは、100%再生紙および�
大豆油インキを使用しています。�

ホームネットワークで、気持ちがつながる、楽しみが ひろがる。�

◎電話でサポート� FMVに関する技術相談とWord、Excelに関する基本的な操作の支援を行います。�

無料（24時間・365日※1受付）�

FMVシリーズに関する技術相談�

1件あたり3,000円（税込）�
AzbyClubカードでのお支払い：1件2,500円（税込）�

Word、Excelに関する基本的な操作支援（ネットワーク機能、マクロ関連は除きます）�

◎登録ユーザー様向けの24時間・365日※1フリーダイヤルサポート。�

◎直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。�

保証期間が過ぎても、お引き取り＆お届けの送料は無料。お引き取りからお届けまで約7日間※2で対応しています。�

�

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。�
・電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかけください。�

 技術相談�

 （11件目以降有料）�

Word/Excel�

操作相談（有料）�

 故障・修理�

について�

 セットアップ�
サービス�

インターネットの設定、ファミリーネットワークステーション�

を対象とした、ホームネットワーク環境全般のセットアップ�

などを、お客さまのご自宅に直接お伺いして行います。�

 訪 問修理�
 サービス�

ご自宅での訪問修理をご希望されるお客様には、訪問修理サービス�

（有料）をご利用いただけます。�

0120-950-222
 ゴー  マル          フ      ジ     ツー�

Azbyテクニカルセンター（登録ユーザー専用）�

※お問い合わせ1件：お電話の回数ではなく、技術相談１項目ご

とに1件とカウントいたします。※お支払いはクレジットカードのみ

のご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただくと割引

になります。（入会費／年会費無料）※2001年6月1日以降の

ご質問よりカウントを開始しております。※既にFMVをお持ちの

お客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台

数に関係なく、10件まで無料とさせていただきます。また、2001

年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をして

いただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。�

早い! 便利 ! 手間いらず! 富士通のパソコン修理便。�

キュー

＊各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。�
※1 システムの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。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部有料となります。�
※2 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4～5日遅れる場合があります。�

1件あたり2,000円（税込）AzbyClubカードでのお支払い：1件1,500円（税込）�

お問い合わせ10件目まで�

お問い合わせ11件目より有料�

お問い合わせ1件目より有料�

 Eメールでサポート�
（無料）�

AzbyClubホームページ内「Azby テクニカルセンター」にあります専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付けております。�
回答はご登録いただいたEメールアドレスに返信いたします。※回答には若干お時間をいただくことがあります。�

※その他に持込修理／訪問修理（有料）もご用意しております。�

充実のサポート＆サービスで、一人ひとりに確かな安心を。�

お問合せ先：PC 家庭教師（有料）� お問合せ先：富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口�
※電話番号は、十分にご確認のうえ、おかけください。� ※電話番号は、十分にご確認のうえ、おかけください。�

2002.10
2002年 冬モデル�

HOME  
 NETWORK

 0120 - 37-2794  0120-950-222
キューゴーマル  フジツー�



家中のパソコンが�
ネットワークでつながる。�
いつでもどこからでも�
アクセスできる。�

サーバーですか？　はい。�

� ルーターですか？　はい。�

�テレビチューナーですか？　はい。�

�

それって何ですか？　新しいライフスタイルです。きっと。�

テレビチューナー搭載のファミリーネットワークステーション-T

（FMFNS-201）をつなげば、テレビ機能のないパソコンでも�

テレビを見られます。�

ファミリーネットワークステーションなら、家族同時にブロードバンド

にアクセスできます。ワイヤレス対応で、すっきりとした利用環境を

実現。セキュリティ機能を備えているため安心です。�

ホームサーバー機能を搭載したファミリーネットワークステーション

を利用すれば、手軽にホームネットワークを構築できます。家族

同時にブロードバンドにアクセスしたり、プリンタやファイルを

共有したり、複数のパソコンを有効に活用できます。さらに、

テレビチューナーを搭載したファミリーネットワークステーション-T

なら、家中のパソコンでテレビを見ることも可能です。楽しみを

共有する、新しいライフスタイルが、ここからはじまります。�

W i r e l e s s  R o u t e r

T V  T u n e r

いつでもどこからでもアクセス可能�
◎ファミリーネットワークステーションは24時間稼動のため、常時接続のブロー

　ドバンドと組み合わせることで、いつでもインターネットや保存しているデー

　タにアクセスできます。�

◎ノートパソコンやPDA、携帯電話を利用して外出先からファミリーネットワーク

　ステーションにアクセスできます。�

ファミリーネットワークステーションが家庭内のデジタルネット

ワークの中心に。映像サーバーや音楽サーバー、さらにファイル

サーバーやプリンタサーバーとして利用できます。�

H o m e  S e r v e r

�

※価格はいずれもオープン価格�

※写真のファミリーネットワークステーションはFMFNS-201、パソコンはFMV-BIBLO NB15B(中央)　　  　(別売)、FMV-DESKPOWER CE18B(右)(別売)です。携帯電話はNTTドコモのF251i (別売)、PDAは富士通のPocke t LOOX(別売)です。�

�

�■ファミリーネットワーク�
   ステーション�
  （FMFNS-101）�
�

ラインアップ�
■ファミリーネットワーク�
   ステーション-T�
  （FMFNS-201）�
  ［テレビチューナー搭載］�
　※2002年１２月提供予定�

■FMV-BIBLO�
   NB15B/S�
   （FMVNB15BS）�

ファミリーネットワークステーションセットモデル�
■FMV-DESKPOWER�
   CE18B/S�
  （FMVCE18BS）�

ホームサーバー機能内蔵パソコン�
■FMV-DESKPOWER  L18B/F�
  （FMVL18BF）�

ホームネットワークを手軽にはじめられ  る、Family Network Stationデビュー。�

※P.6の「ご購入前の注意事項」もあわせてご確認ください。�

�



はじめよう、�
ホームネットワーク�

家中のパソコンをネットワークでつなげば、�

新しい使い方がひろがる。�

�

映像・音楽サーバーとして活用できる。�

楽しみを共有できる。�

�

�
�
ネットワークのその先に、新しい楽しみが待ってい る。�

■１本の回線で、家族同時にブロードバンドへ。�
ホームネットワークを構築すると、1本のインターネット回線で家族

が同時にブロードバンドにアクセスできます。もう、順番待ちや、

チャンネル争いならぬ回線争いの心配もありません。�

■ワイヤレスで家中どこからでもアクセスできる。�

�ワイヤレス対応だから、家中好きな場所でホームネットワークにアク

セスできます。配線が不要なため、利用環境もすっきり。�

■新着メールをアドレスごとにお知らせ。�
ファミリーネットワークステーションは、新着メールをお知らせする

メール着信ランプを4つ装備。メールチェックを自動で行い、誰

宛てにメールがきているかメールアドレスごとに表示します。�

■１台のプリンタで、どのパソコンからでも印刷できる。�

�プリンタは1台でOK。ファミリーネットワークステーションにプリンタ

を接続すれば、24時間いつでも家中のパソコンから印刷できます。�

1本の回線で、家族が同時にブロードバンドにアクセスしたり、

1台のプリンタで家中のパソコンから印刷できたりと、パソコンが

ますます便利になります。�

Internet

Fami ly  �
Network  Sta t ion�

またはLシリーズ（L18B/F）�

AUDIO�
NETWORK�
RECEIVER

PRINTER

DESKPOWERBIBLO

02

24 時間いつでも外出先から、�

手軽にモバイルアクセスできる。�

�

01

家中のパソコンでテレビを見たり、ファミリーネットワークステー

ションに、いろんなCDを取り込んで好きな場所で聴いたり、映像・

音楽の楽しみを家族で共有できます。�

24時間いつでも外出先からアクセスできるため、伝言板にメッ

セージを書き込んだり、自宅のメールアドレス宛てに届いた新着

メールをチェックできたりと、家族や友人との連絡もスムーズです。�

01

モバイルアクセス�

TV

Pocket LOOX LOOX MOBILE�
PHONE

02 04

03

Pocket �
LOOX

MOBILE�
PHONE

外出先からアクセス�

ペットの様子を確認�

■PDAや携帯電話から、メッセージを書き込める。�
急な仕事で帰宅時間が遅れるときや、毎日のちょっとしたメッセージ

も、外出先のPDAや携帯電話から、家族の伝言板に書き込む

ことができます。�

■外出先でも自宅パソコンに届いた新着メールを確認できる。�

�旅行や出張中でも、ファミリーネットワークステーションにアクセス

すれば、自宅のメールアドレス宛てに届いた新着メールをチェック

できるため、大切な連絡を見逃すようなことはありません。�

■留守中の自宅の様子を外出先から確認できる。�

�

�

標準添付のUSBカメラを接続すれば、あらかじめ設定した時間

に室内を撮影。外出先から携帯電話などで、留守中のペットの

様子を確認できます。�

■家中のパソコンでテレビが見られる。�
テレビチューナーを搭載したファミリーネットワークステーション-T

なら、テレビチューナーを搭載していない他の部屋のパソコン

からでもテレビを見られます。録画したテレビ番組も家中のパソ

コンで手軽に共有できます。�
■取り込んだ曲を、パソコンやオーディオシステムで聴ける。�

�ファミリーネットワークステーションに好きな曲を取り込めば、家中の

パソコンで聴けます。AUDIO NETWORK RECEIVERを利用

すると、リモコン操作でオーディオシステムから再生可能です。※2

■デジタルカメラの写真を簡単に取り込める。�

�デジタルカメラで撮影した写真データの入ったPCカードを挿入して、

「データコピー」ボタンを押すだけで、ファミリーネットワークステー

ションに取り込めます。�

ファミリーネットワークステーションに添付されている「かんたんセットアップ」を使えば、専門的な知識がなくても家中のパソコンの�

ネットワークを設定することができます。画面にそって進めていくだけの簡単な操作です。�

�
ファミリーネットワークステーションはセキュリティ機能を備えているので、安心してネットワークを楽しめます。�

●外部からの不正アクセスを防ぐ、ファイアウォール機能　●有害サイトへのアクセスをユーザごとに制限できる、コンテンツフィルタ「i-フィルター」機能
※2�

�

簡単�
設定�

安心�
セキュリティ�

DESKPOWER

FMFNS-101、FMFNS-201のみ�

FMFNS-101、FMFNS-201のみ�

ファミリーネットワークステーションなら将来性にも配慮しています。�
●ハードディスクを増設可能‥‥オプションのネットワークハードディスク-80GB（FMHD-80H1N、オープン価格）を利用すれば、大量の映像や音楽データ�

　　　　　　　　　　　　　 を保存して、ハードディスクがいっぱいになってしまった場合も増設できます。��

●将来の機能アップにも対応‥‥AzbyClub会員向けサービスとして、以下の機能を追加（無料ダウンロードにより提供）することが可能です。�
　　　　　　　　　　　　　 ・・音楽サーバー「Net-Tune Server」機能（ファミリーネットワークステーション用は2002年12月より、L18B/F用は2003年1月より提供予定）�
　　　　　　　　　　　　　 ・・コンテンツフィルタ「i -フィルター」機能（2003年1月より提供予定）�

写真のパソコンはFMV-BIBLO NB15Bです。��

�

写真のAUDIO NETWORK RECEIVER（中央上）はオンキヨーのNC-500（S）（別売、�
2002年12月提供予定）、オーディオシステムはオンキヨーのFR-SX7（W）（別売）です。※1

写真のPDAは富士通のPocket  LOOX(別売)です。�

�

※1 お問い合わせは、オンキヨーカスタマーセンターへ。ナビダイヤル：0570-01-8111（全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。）携帯電話、PHSでのご利用は、072-831-8111まで。受付時間：平日 9：3０～17：30（土・日・祝日除く）�
※2 ご購入時の状態では対応しておりません。ご利用になる際は、AzbyClubから対応のプログラム（無料、提供予定時期はP.4に記載）をダウンロードして、インストールする必要があります。�

FMFNS-201のみ�

L18B / Fのみ�

※P.6の「ご購入前の注意事項」もあわせてご確認ください。�

�

■アルバム機能�
家族旅行などで撮影したデジタルカメラの写真やデジタルビデオ

カメラの映像をアルバム形式にして管理・共有可能。家族みんな

がいつでもどこからでも、見たい写真や映像を見られます。�
■伝言板機能�
家族にメモを残したり、忙しくて顔を合わせられないときなどに、メッ

セージを伝えられます。さらに、L18B/Fなら、声や映像で伝言を残

すこともできます。�

■ブックマーク共有機能（みんなのお気に入り）�
ブックマークしているお気に入りホームページのURLを、家族で共

有することができます。�

■カレンダー機能�
家族のスケジュールをカレンダー形式にして管理・共有できます。�

アルバム機能や伝言板機能などを備えたホームネットワーク

向けソフト「ファミリーネットワークウェア」なら、家族の新しい

コミュニケーションスタイルが生まれます。�

「ファミリーネットワークウェア」で、�

 家族の新しいコミュニケーションがはじまる。�
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写真のパソコンはFMV-DESKPOWER CE18Bです。��

�

FMFNS-101、FMFNS-201のみ�

カレンダー機能�伝言板機能�アルバム機能�
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ネットワークハードディスク-80GB�
（FMHD-80H1N）�



ネットワーク機能�
�

その他�
ネットワーク機能�

セキュリティ機能�

■ホームサーバー機能仕様表�■ファミリーネットワークステーション仕様表�
品名�
型名�
ハードディスクドライブ（使用可能領域）�

IEEE802.11b準拠（Wi-Fiロゴ取得済み） 転送レート：11/5.5/2/1Mbps（自動切換え）チャンネル数：1～14チャンネル、推奨距離：25m以内、推奨接続台数：10台以下�
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス�

テ
レ
ビ� 録画形式/時間�

有線LAN
ワイヤレスLAN
PCカード�
USB（※31）�

テレビチューナー（※32）�

40GB（35GB）�

ファミリーネットワークステーション�
FMFNS-101

80GB（75GB）�

ファミリーネットワークステーション-T
FMFNS-201

WANポート（RJ45）：100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート（RJ45）：100BASE-TX/10BASE-T×1

PC Card Standard準拠（TypeⅠ/Ⅱ×1）�
USB1.1準拠コネクタ４ピン×２（背面）�

―�

―�

ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、�
CATV（C13～C63ch）（CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。）�

MPEG2形式。録画時間の目安（※33）：約2800MB/時間（高画質録画）、�
約1900MB/時間（標準画質録画）、約1000MB/時間（節約録画）�

その他ネットワーク機能�
セキュリティ機能�
入力電圧・周波数�
消費電力�
外形寸法（W×D×H）�
質量�
動作環境�

AC100V・50/60Hz ACアダプタ添付�
通常約23W、最大約38W、スタンバイ時約13W 通常約35W、最大約50W、スタンバイ時約24W

45×223×250mm 
約2.5kg 約2.7kg 

温度 10～35℃   湿度 20～80%（ただし結露しないこと）�

PPPoE機能あり、DHCP機能あり、NAT/ IPマスカレード機能あり�
ネットワークキー（WEP）：64/128bit（ワイヤレスLAN）、MACアドレスフィルタリング（ワイヤレスLAN）、ファイアウォール機能�

WAN側：100BASE-TX/10BASE-T×１、
LAN側：100BASE-TX/10BASE-T×１、
ワイヤレスLANアクセスポイント内蔵：
IEEE802.11b準拠（Wi-Fiロゴ取得済み）、
ワイヤレスLANアンテナ内蔵：ダイバー
シティ方式、チャンネル数：1～14チャン
ネル、推奨距離：25m以内、推奨接続
台数：10台以下�

PPPoE機能あり、DHCP機能あり、
NAT/IPマスカレード機能あり�

ネットワークキー（WEP）：64/128bit（ワイ
ヤレスLAN）、MACアドレスフィルタリング
（ワイヤレスLAN）、ファイアウォール機能�

※1：AMD社が定めた、QuantiSpeedTMアーキテクチャに基づく性能基準であり、CPUの動作クロック周波数ではありません。本装置に搭載したCPU内部の最高動作クロック周波数は1533MHzです。 ※2：メインメモリを増設する際にはPC2100対応266MHz（DDR）
メモリを搭載してください。 ※3：パリティチェック機能はありません。 ※4：増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。 ※5：メインメモリの最大容量は拡張RAMモジュール512MBを1枚追加した場合です。 ※6：メインメモリの最大容量は拡張
RAMモジュール512MBを2枚搭載した場合です。 ※7：チップセットに内蔵されています。 ※8：ディザリング機能により実現。 ※9：周辺機器によっては､添付のドライバなどがフロッピー媒体で提供されている場合があります。その際は､外付オプションのFDDユニット
（USB）が必要となります。内蔵はできません。 ※10：「NTFS」を採用しています。また、CドライブとDドライブの2つのパーティションに分かれており、Dドライブには10GBを、Cドライブには残りを割り付けています。 ※11：バッファアンダーランエラー防止機能に対応して
います。同じ機種の場合でも、媒体の装着方式が異なる場合があります。 ※12：読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R（3.95GB）です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。 ※13：読み出し可能なDVDディスクは、DVD-

ROMとDVD-VIDEO、DVD-R（3.95GB/4.7GB）です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。 ※14：読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R（3.95GB/4.7GB）、DVD-RW（4.7GB）、DVD-RAM（2.6GB/4.7GB/5.2GB/9.4GB）
です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。書き込み可能なDVDディスクはDVD-R（4.7GB for General）、DVD-RW（4.7GB）、DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）のみです。 ※15：ハードウェアとしての最大性能であり、ソフトウェアや回線の状態などにより、
56kbpsで通信できないことがあります。また、データ通信速度は受信時の値であり、送信時には33.6kbpsになります。 ※16：通信速度：最大11Mbps（IEEE802.11b規格による速度（理論値）であり実際の速度とは異なります。）通信距離：屋内見通し25m以内（ワイ
ヤレス通信の推奨値です。周囲の電波環境、障害物、設置環境、ご使用中のソフトウェアなどにより異なる場合があります。）ワイヤレス通信（ブロードバンドインターネット接続）をご利用になる場合は、標準添付のファミリーネットワークステーションの設定が必要になり
ます。  ※17：本製品をアクセスポイントとしてご利用される場合には、接続先のパソコンにIEEE802.11b規格準拠のワイヤレスLAN機能を搭載している必要があります。通信距離：屋内見通し25m以内（ワイヤレス通信の推奨値です。周囲の電波環境、障害物、設置環
境、ご使用中のソフトウェアなどにより異なる場合があります。） ※18：CATVの受信はサービス（放送）が行われている地域でのみ受信可能です。CATVを受信するときには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、有料放送などスクランブル
がかかった番組の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。 ※19：ビデオなどから再生・録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の表示・録画はできません。テレビ番組の録画などは、お客様個人また
はご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。テレビの受信状態が良好でない場合では正しく受信できません。このような場合、テレビ電波を増幅する市販のブースターをご使用になることをお勧めします。3時間以上連続してタイムシフトや録画を行うことはできません。 
※20：著作権保護方式には対応しておりません。 ※21：標準添付のメモリーカードリード/ライト用アダプタが必要です。 ※22：付属液晶ディスプレイ専用コネクタとアナログRGBコネクタの同時出力はできません。付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、標準添付の液晶デ
ィスプレイのみのサポートとなります。 ※23：USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。 ※24：音楽ソフトの著作権を保護するため｢シリアルコピーマネジメントシステム｣に準拠しています。 ※25：内蔵液晶
ディスプレイとビデオ出力（Sビデオ）端子の同時出力はできません。DVDビデオなど著作権保護信号が記録されている映像はビデオデッキなどのレコーダー類に録画することはできません。 ※26：稼働範囲は距離：約1m、角度：上下約20度、左右約45度ですが、設置
環境や条件によって異なる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。 ※27：操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。 ※28：稼働範囲は距離：約3m、角度：上約10度、下約40度、左右約30度です。なお、設
置環境や条件によって異なる場合があります。また､複数の機器をご使用になる場合､混信の可能性があります。 ※29：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.1.0）』（http: // it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省
電力制御あり。満充電の場合。 ※30：液晶ディスプレイを含んだ値です。 ※31：USB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。また、接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET（http: //www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）」
にてご確認ください。 ※32：ビデオなどから録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の録画はできません。テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。 ※33：3時間以上連続してタイムシフトや録画はできません。�
注1：上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。 注2：ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。 注3：ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが
生じる場合がありますが、故障ではありません。�

品名
型名�
CPU
チップセット�
システムバス�

キャッシュメモリ�

メインメモリ（※3）�

グラフィックアクセラレータ�
VRAM

フロッピーディスクドライブ�
ハードディスクドライブ（※10）�

CD/DVDドライブ（※11）�

オーディオ機能�
ステレオスピーカー�
FAX/ボイスモデム（通信/FAX）�
LAN
ワイヤレスLAN
ホームサーバー機能�

PCIスロット（スロット数［空き］：サイズ）�

PCカードスロット�

SDカード/メモリースティックスロット（※20）�
FDD専用ベイ［空き］�
内蔵3.5"ベイ［空き］�
5"ベイ［空き］�

ディスプレイ�

USB

サウンド�

FAX /ボイスモデム�
ネットワーク�
PS/2ポート�
IEEE1394（DV）�

テレビ�

キーボード�

マウス�

マイク�
リモコン�

画面サイズ�
表示寸法（W×H）�
画素ピッチ�
自動追従�
周波数範囲�

水平�
垂直�

走査方式�
インターフェイス�
入力電圧･周波数�
最大消費電力�
外形寸法（W×D×H）/質量�
省電力モード�

備考�

ベ
イ�

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス�

入
力
機
器�

入力コンセント�
入力電圧･周波数�

バッテリ�

消費電力�
最大消費電力�
省エネ法に基づくエネルギー消費効率�

外形寸法（W×D×H）�

本体質量�
サポートOS
動作環境�

デ
ィ
ス
プ
レ
イ�

テ
レ
ビ�

 画面解像度�
（最大表示色）�

1次�
2次�

標準容量�

スロット数［空き］�

800×600ドット�

テレビチューナー�
録画形式/時間�
MPEGエンコード方式�

1,024×768ドット�
1,280×768ドット�

最大容量（※4）�

FMVNB15BS
FMV-BIBLO NB15B/S

モバイル インテル ® Celeron® プロセッサ 1.50GHz
ATI 社製 RADEONTM IGP 340M/Ali M1535+

400MHz（※2）�
8KBデータキャッシュ（CPU内蔵）�

FMVCE18BS
FMV-DESKPOWER CE18B/S

AMD AthlonTM XP プロセッサ 1800+（※1）�
SiS社製 SiS740 Chipset

266MHz（※2）�
128KB（CPU内蔵）�

FMVL18BF
FMV-DESKPOWER L18B/F

Intel® Pentium®4 プロセッサ-1.80A GHz
SiS社製 SiS650 Chipset

400MHz（※2）�
8KBデータキャッシュ（CPU内蔵）�

512KB（CPU内蔵）�

SiS社製 SiS650（AGP）（※7）�

フルカラー（1619万色）�

本体内蔵�

内蔵（仕様は右下別表参照）�

ハードウェアエンコード�
―�

―�

120GB（Ultra DMA/100）�

256MB（DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応）（VRAMとして32MB使用）�

256KB（CPU内蔵）�

2［1］�

SiS社製 SiS740（AGP）（※7）�

チップセット内蔵+AC97コーデック�
付属液晶ディスプレイ内蔵�

最大56kbps（V.90規格準拠）/14.4kbps（※15）、Wakeup on Ring機能対応�

80GB（Ultra DMA/100）�

CD-RW/DVD-ROMドライブ�
（DVD:読出最大12倍速、CD:読出最大40倍速、�

CD-R：書込最大16倍速、CD-RW：書換最大10倍速）（※13）�

1GB（※6）�

32MB（メインメモリと共用）�
フルカラー（1619万色） 
フルカラー（1619万色） 

オプション（別売）（※9）�

768MB（※5）�
ATI社製 RADEONTM IGP 340M/Ali M1535+（AGP）（※7）�

フルカラー（1677万色）（※8）�
フルカラー（1677万色）（※8）�

―�
3.5インチ×1（3モード）�

CD-RW/DVD-ROMドライブ�
（DVD:読出最大8倍速、CD:読出最大24倍速、�

CD-R:書込最大16倍速、CD-RW:書換最大10倍速）（※12）�

【L18B/Fのみ】ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）（CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。）（※18）�
【L18B/Fのみ】MPEG2形式。録画時間の目安：約2800MB/時間（高画質録画）、約1900MB/時間（標準画質録画）、約1000MB/時間（節約録画）（※19）�

1［0］：標準搭載のハードディスクドライブ専用�

USB2.0/1.1準拠（※23）コネクタ4ピン×4

1［0］：標準搭載のCD/DVDドライブ専用�
付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30ピン×1（※22）、�

アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1

マイク端子、ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子�
（丸形：光ミニジャック）（※24）、ラインイン端子、ラインアウト端子�

マイク端子、ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子�
（丸形：光ミニジャック）（※24）�

LANインターフェイス（RJ45）×1
キーボード用：ミニDIN6ピン×1、マウス用：ミニDIN6ピン×1

4ピン（S400）×2（前面）�

AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付�

フレキシブルベースTM（設置台）を含まない場合：90×345×310mm、�
フレキシブルベースTM（設置台）を含む場合：172×345×323mm

Microsoft ® Windows®XP Home Edition、Microsoft ® Windows®XP Professional

パソコン本体から供給�
27W

本体に内蔵�

あり�

ステレオスピーカー内蔵� リモコン受光器、トランソニックスピーカー内蔵、�
高輝度低反射スーパーファインパネル採用�

あり� あり�

100BASE-TX/10BASE-T対応、Wakeup on LAN機能対応�

本体内蔵�

1［0］：標準搭載のFDD専用�

アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1

1スロット�

モジュラコネクタ 4ピン（RJ11）×1

4ピン（S400）×1

ビデオ出力（Sビデオ）端子（※25）�

―�

―�

OADG準拠87キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）�
［キーピッチ19mm/キーストローク3mm］ワンタッチボタン付�

ワンタッチボタン付コンパクトキーボード��
（105キー、PS/2インターフェイス）�

ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード�
（105キー、無線方式）（※26）�

スクロール機能付ワイヤレスマウス（400CPI、無線方式）（※26）�スクロール機能付光学式マウス（※27）（400CPI、USBインターフェイス）�
ポインティングデバイス標準内蔵（フラットポイント/スクロールボタン搭載）�

スクロール機能付光学式マウス（※27）��
（400CPI、USBインターフェイス）�

ACアダプタ平行2P

リチウムイオン 14.4V 3800mAh、バッテリ稼働時間：�
約2.1時間（※29）、バッテリ充電時間：約3.0時間�

約53W以下�
約64W

約118W（※30）�
185W

約116W
210W

区分Q 0.0026

492×235×364mm

約14.5kg

17型ワイド（デジタル液晶）�
369×221mm
0.289mm
―�
―�

ノンインタレース�

約7.5kg

15型（デジタル液晶）�
304×228mm
0.297mm
48.4kHz
60Hz

ノンインタレース�

区分Q 0.0009区分S 0.00025

325.3×282×39.1～45mm（突起部含まず）�

約3.5kg

温度 5～35℃   湿度 20～80% 温度 10～35℃　湿度 20～80%（ただし結露しないこと）�
15型（液晶）�
304×228mm
0.297mm
―�

ノンインタレース�
付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30ピン×1

443×161×342mm/約4.2kg

―�

FLバックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD採用、�
状態表示LCD（半透過型、バックライト青色）搭載、�

盗難防止用ロックあり�

IEEE802.11b準拠（Wi-Fiロゴ取得済み）（※16）�
ファミリーネットワークステーション（FMFNS-101）標準添付（仕様は左下別表参照）�

―� 2［1］：最大長200mm
―�

―�
―�

モジュラコネクタ 4ピン（RJ11）×2

平行2Pアース付�

PC Card Standard準拠（TYPEⅠ/Ⅱ×2スロットまたはTYPEⅢ×1）CardBus対応�

DVDマルチドライブ（DVD-RAM：読出/書換2倍速、�
DVD-R：読出最大6倍速、書込最大2倍速、�
DVD-RW：読出最大6倍速、書換最大1倍速、�

DVD-ROM：読出最大10倍速、CD：読出最大32倍速、�
CD-R：書込最大12倍速、CD-RW：書換最大8倍速）（※14）�

ワイヤレスLANアクセスポイント内蔵（IEEE802.11b準拠）（Wi-Fiロゴ取得済み）（※17）�

PC Card Standard準拠（TYPEⅠ/Ⅱ×2スロットまたはTYPEⅢ×1）�
CardBus対応（うち1スロットはメモリーカードリード/ライト機能付き）�
メモリーカードリード/ライト機能付きPCカードスロット×１スロット（※21）�

ビデオ入力（コンポジット）端子、ビデオ入力（Sビデオ）端子、�
ビデオ音声入力（左/右）、アンテナ入力（Ｆ型同軸）端子、�

ビデオ出力（Sビデオ）端子（※25）�

―�

―�

―�

―�

4ピン（S400）×2（右）�

ヘッドセット（マイク、ヘッドホン機能）�
リモコン（赤外線方式）（※28）�

標準32MB（16MB/32MB/64MBから選択可）（メインメモリと共用）�

256MB（オンボード、DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応）�
（VRAMとして32MB使用）�

40GB（Ultra DMA/100）�

本体に内蔵�

■ホームサーバー機能セット／内蔵モデルパソコン本体仕様一覧� ■ホームサーバー機能セット／内蔵モデル ソフトウェア一覧�

■ Eメール�
＠メール★ ● ● ●�

Microsoft ® Outlook ® Express★ ● ● ●�

■ ホームネットワーク�
ファミリーネットワークウェア★ ▲ ▲ ●�

■ Office XP Personal
Microsoft ® Word ● ● ●�

Microsoft ® Excel ● ● ●�

Microsoft ® Outlook ® ● ● ●�

Microsoft ® Outlook ® Plus! 2.0 ● ● ●�

Microsoft ® Bookshelf ® Basic 3.0 ● ● ●�

Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive ▲ ▲ ▲�

■ インターネット�
Microsoft ® Internet Explorer 6.0★ ● ● ●�

＠ブラウザ（WEB便利ツール）★ ● ● ●�

ひらがなナビィV2 ■ ■ ■�

ATLAS翻訳パーソナル2002（ホームページ翻訳）★ ● ● ●�

ホームページ・ビルダーV6.5 with HotMedia ライト ● ● ●�

Start! ＠homepage ● ● ●�

hatch inn ● ● ●�

＠料金表示★ ● ● ●�

FMVサービスチャンネル★ ● ● ●�

dPRESS（ディープレス） ● ● ●�

BeatStream /R.2 ● ● ●�

もーしょんパラダイスプレイヤー ● ● ●�

MyBookEditor ● ● ●�

蔵衛門9デジブック ● ● ●�

WorldFishing体験版 ― ● ●�

Freegolf Lite ● ● ●�

ニュースビュウ（NEWSVUE）産経新聞電子配達版（デモ用） ● ● ●�

Vision Connect for Broadband@nifty      ●（※4） ● ●�

百年プリント＠コニカ（店頭受取り） ● ● ●�

RealPlayerTM8（※2） ● ● ●�

Shockwave★ ● ● ●�

Windows® Messenger★ ● ● ●�

�

インターネット移行アシスタント★ ▲ ▲ ▲�

Norton Internet SecurityTM2002 ■ ■ ■�

＠niftyメッセンジャー デリポップ ▲ ▲ ▲�

InterPot2 ▲ ▲ ▲�

インターネット（＠nifty）無料体験 ● ● ●�

＠niftyでインターネット ● ● ●�

＠スイッチ（WEB便利ツール）★ ● ● ●�

�

■ 携帯電話�
メモリダイヤルリンク★ ■ ■ ■�

メロディリンク★ ■ ■ ■�

メールリンク★ ■ ■ ■�

キーボードリンク★ ■ ■ ■�

マチウケリンク★ ■ ■ ■�

＠コントローラ★ ● ● ●�

＠FTP★ ● ● ●�

■ 辞書・辞典�
広辞苑第五版 ― ― ▲�

現代用語の基礎知識2002年版 ― ― ▲�

学研新世紀ビジュアル百科辞典 ― ― ▲�

■ 健康・医学�
ツボ リラックス★ ● ● ●�

時事通信社「家庭の医学」デジタル第Ⅱ版 ● ● ●�

■ 生活お役立ち�
筆ぐるめVer.10 ● ● ●�

てきぱき家計簿マム3 ● ● ●�

うれしレシピ★ ● ● ●�

プロアトラスW for FUJITSU （DVD版） ● ● ●�

乗換案内 時刻表対応版 ● ● ●�

FM手帳★ ■ ■ ■�

■ 学習・能力開発�
Word 2002 & Excel 2002の虎の巻★ ― ― ▲�

VISUAL TRAINER 水戸黄門 ～右脳漫遊記～ ― ● ●�

サンリオタイニーパーク ● ● ●�

特打1 in ● ― ●�

特単470TOEIC ® TESTスコア直結ボキャビル ― ● ●�

■ ゲーム�
リアル シミュレーション ゴルフ LE ● ― ●�

柿木将棋Ⅲ Light ● ● ●�

GAMEPACK2002F ● ● ●�

■ サポート�
FMVユーザー登録★ ● ● ●�

Norton Internet SecurityTM2002（Norton AntiVirusTM） ■ ■ ■�

富士通サービスアシスタント★ ● ● ●�

ハードディスクデータ消去★ ▲ ▲ ▲�

FMかんたんバックアップ★ ● ● ●�

リカバリディスク★ ▲ ▲ ▲�

■ 設定�
ワンタッチボタン設定★ ● ● ●�

Plugfree NETWORK★ ● ― ―�

FMモバイルスイッチャー★ ● ― ―�

ディスプレイ切り替えツール★ ― ― ●�

■ ユーティリティ／その他�
音声メモ★ ■ ■ ■�

FUJITSU音声合成★ ● ● ●�

＠拡大ツール★ ● ● ●�

Adobe ® Acrobat ® ReaderTM（※2） ● ● ●�

OASYS Viewer★ ● ● ●�

リモコンマネージャー★ ― ― ●�

＠メニュー★ ● ● ●�

FMかんたんインストール★ ▲ ▲ ▲�

IndicatorUtility★ ● ● ●�

PowerUtility★ ● ● ●�

■ AV連携�
BeatJam XX-TREME ● ● ●�

Music Player★ ● ● ●�

Windows MediaTM Player 8★ ● ● ●�

Drag'n Drop CD★ （※3） ● ● ●�

MediaStage LE ― ― ●�

MotionDV STUDIO4.5 ● ● ●�

MyDVD ― ― ●�

DVD-MovieAlbumSE ― ― ●�

＠キャプチャ★ ■ ■ ■�

はーときゃんばす★ ■ ■ ■�

＠映像館★ ● ● ●�

＠フォトレタッチ★ ● ● ●�

WinDVDTM★ ● ● ●�

TVfunSTUDIO ― ― ●�

G-GUIDETM  for Windows® System ― ― ●�

●：プレインストールされています。�
■：ハードディスクにあらかじめ導入されており､「＠メニュー」からの初回起動時に�
　  自動的にセットアップします。�
▲：添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。�
※一部のアプリケーションについてはお使いになる際、添付のDVD-ROMまたは�
   CD-ROMが必要となることがあります。�

◎＠niftyでインターネット ◎AOL7.0 for Windows® 

◎インターネットするならBIGLOBE ◎DIONオンラインサインアッププログラム �
◎ドリームネットセットアップツール ◎isao.net（Dream Passport for PC） �
◎OCNスタートパック ◎ODNサインアップソフトウェア 

◎So-net簡単スターター ◎東京電話インターネット オンラインサインアップナビ�

＜オンラインサインアップソフト＞�

富士通では★印のソフトのみサポートを行っております。�
※1：OSのみの再インストールはできません。�
※2：フリーソフトのためサポートは行っておりません。�
※3：パケットライト形式での記録機能は備えておりません。�

また、DVD-R（RW）に書き込める機種はL18B/Fのみです。�
※4：「もーしょんパラダイスプレイヤー」の起動はできません。�

ソフト名称� NB15B/S CE18B/S L18B/F

ソフト名称� NB15B/S CE18B/S L18B/F ソフト名称� NB15B/S CE18B/S L18B/F

■ OS
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition★（※1） ● ● ●�

◎接続可能なパソコンについて以下の条件を満たしている必要があります。�
・1999年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ ・OS：Windows 98 Second Edition、
Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition※1、
Windows XP Professional※1 ※1:メモリ256MB以上が必須です。 ・ブラウザ：Microsoft Internet 
Explorer 5.0以降またはNetscape Navigator 4.6以降 ・HDD空き容量：20MB以上 ・解像度：800×
600ドット以上 ・最大表示色：16bitカラー（65,536色）以上 ・ネットワーク機能：有線LANもしくはワイヤ
レスLAN装備・通信環境：ADSL、CATV、FTTHのみ（ブロードバンドモデムが別途必要となります）�
また、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能を利用するには以下の条件を満たしている必要が
あります。 ・2001年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ ・OS：Windows XP Home 
Edition、Windows XP Professional ・CPU：1GHz以上のIntel PentiumⅢ、Pentium4、Celeron、
AMD Athlon XP、Athlon、Duron ・その他：DVDを再生可能かつテレビチューナー非搭載 �
・接続確認事業者の情報については「FMWORLD.NET」（http: //www.fmworld.net / index_sinfo_p.html）
でご確認ください。�

◎ワイヤレスLANについて�
ファミリーネットワークステーションには、ワイヤレスLANカードは添付しておりません。 ・ワイヤレスLAN環境で
ご使用される場合は、IEEE802.11bに準拠した当社製ワイヤレスLANカードまたは当社製ワイヤレスLAN内蔵
パソコンが必要です。なお、動作確認情報は「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net /index_sinfo_p.html）
でご確認ください。 ・ワイヤレスLANの通信距離は、推奨見通し半径25m以内ですが、壁の有無など使
用環境により、通信範囲は異なります。 ・Bluetooth対応機器、電子レンジなど2.4GHz帯の周波数を
利用する電子機器の近くで利用すると、通信状態に影響の出る場合があります。 ・ワイヤレスLANで同
時にアクセスすることは可能ですが、映像を受信する際は1台のみの利用を推奨します。また、他の用途
で使用される場合は10台以内を推奨します。�
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－�
ワイヤレス製品使用上の注意�
この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器
のほか、他のワイヤレス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、免許を必要としない特定省電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と
略す）が運用されています。1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してくだ
さい。 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器
の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。 3.ワイヤ
レスLANでの通信とBluetoothでの通信を同時に使用することはできません。 4.ワイヤレス製品は日本
仕様のため、日本以外ではご使用になれません。�
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－�

◎有線LANについて�
・ファミリネットワークステーションやパソコン本体にはLANケーブルを添付しておりません。有線LAN接

続をする際には、別途LANケーブル（ストレート）を用意する必要があります。 ・複数台を有線LANで接続
する際は、別途ハブが必要となります。�

◎お手軽メールチェッカーについて�
・対応プロトコルはPOP3のみです。HotmailなどのWebメールや携帯電話/PHSのメールには対応して
おりません。また、メールアドレスを提供しているプロバイダーの方針によっては利用できない場合があり
ます。詳しくはメールサービスを提供しているプロバイダーにご確認ください。 ・メール本文と添付ファイル
の有無のみ閲覧できます。�

◎テレビ視聴/録画/録画予約について（FMFNS-201のみ）�
・ファミリーネットワークステーション-Tを通して表示される映像は、MPEG変換がなされるため、実時間より2
秒程度再生が遅れます。録画の実行中は録画予約の登録、修正、削除などの操作はできません。ファミ
リーネットワークステーション-Tに録画した映像データの再生はファミリーネットワークステーション-Tと接続

したパソコンでのみ可能です。 ・複数のパソコンから同時に映像を視聴/再生することはできません。映像
の出力先は1ヶ所のみです。また、ワイヤレスLAN経由で視聴/再生する場合、設定を節約画質にしてください。 
・テレビ視聴/録画/再生中にインターネットを利用することは可能ですが、大量のデータ通信を同時に行うと、
映像が乱れる可能性があります。 ・視聴するパソコンには、ファミリーネットワークステーション-Tに添付して
いるCD-ROMから「TVfunSTUDIO」をインストールする必要があります。また、視聴/録画する際には、
「TVfunSTUDIO」をご利用ください。 ・連続で録画およびタイムシフトできる時間は最長3時間です。タイ
ムシフトで一時停止や逆方向スキップができるのは、タイムシフトモード開始時から3時間以内の範囲です。�

◎音楽サーバー機能について�
・著作権保護の観点から、ストリーミング再生を行っております。音楽データを再生する機器に複製する
ことはできません。・著作権保護の観点から、再生は家庭内の機器からのみ可能です。また、同時に再生
できる機器の数を制限しています。・オーディオシステムから再生する場合、オンキヨーのAUDIO 
NETWORK RECEIVER（NC-500（S）、別売、2002年12月提供予定）が必要です。・ご購入時の状態
では対応しておりません。ご利用になる際は、AzbyClubから対応のプログラム（無料、ファミリーネット
ワークステーション用は2002年12月、L18B/F用は2003年1月提供予定）をダウンロードしてインストール
する必要があります。�

◎プリンタサーバー機能について�
・USB接続のプリンタのみ対応しております。 ・常時プリンタを利用するためには、プリンタの電源を
入れておく必要があります。 ・ファミリーネットワークステーションに接続するプリンタはUSBインター
フェイスを備えており、Windowsでリモートプリンタとして使用できるプリンタのみです。プリンタに添付
の各種ユーティリティはご使用になれない場合があります。動作確認情報は「FMWORLD.NET」
（http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）でご確認ください。�

◎デジタルカメラの取り込み機能について（FMFNS-101、FMFNS-201のみ）�
・デジタルカメラのメディアをPCカードスロット経由で取り込む必要があります。動作確認情報は　　　
「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）でご確認ください。�

◎AzbyClub会員向けダウンロードサービスについて�
・ユーザー登録が必要です。 ・音楽サーバーとして利用する場合、パソコンが以下の条件を満たしている
必要があります。　・OS:Windows XP Home Edition、Windows XP Professional�

◎モバイルアクセスについて�
・AzbyClubへのユーザー登録と設定が必要です。 ・パソコンでアクセスする場合、パソコンが以下の条件を満た
している必要があります。・ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 5.0以降またはNetscape Navigator4.6以降 
・携帯電話やPDAの動作確認情報は「FMWORLD.NET」（http: //www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）
でご確認ください。 ・ブロードバンドモデムはブリッジモードにしてお使いください。�

◎著作権について�
音楽や画像・映像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変
換も含む）や画像・映像の複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人で楽しむ目的でのみ行う
ことができます。音楽や画像・映像をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権
者の許諾が必要です。�

◎ホームサーバー機能の24時間運用について�
本製品には、有寿命部品(HDD)が含まれております。ファミリーネットワークウェア・テレビ機能・フィルタ
リング機能・音楽サーバー機能を使用した場合、HDDにアクセスします。そのため、長期間これらの機能
を連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。ただし、HDDは一定時間アクセスがない
場合、自動的に停止するため、通常の使用状態で24時間運用しても問題ありません。�

ご購入前の注意事項 「FMWORLD.NET」のQ＆A   NAVI（http://www.fmworld.net/support/qa/frame/qanavi/）でよくある質問を紹介していますので、あわせてご確認ください。�
�



■商品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）�
■カタログについてのご注意�
●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品､�
画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザイン、サービスならびに�
サービス内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●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。●本カタログのディスク容量は､1MB=10002byte、1GB=�
10003� byte換算値です｡1MB=1024

2
 byte、1GB=1024

3
�byte換算のものとは表記上同容量でも､実容量は少なく�

なりますのでご注意ください。●プレインストール／添付ソフトのバージョン／レベルや詳細機能は、予告なしに�
変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プレインストール／添付ソフトは、市販�
のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載に�
ついては、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレインストール／添付ソフトのマニュアルの中�
にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。�
■商品のご使用について�
●WindowsXP用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中にはファミリーネットワークステーションやパソコン�
で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●音楽�
や画像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）や画像の�
複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽�
や画像をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。●オプション�
機器ご購入の際には､富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」の「FMVシリーズ システム構成図」を�
参照し､接続を確認したうえでお買い求めください。●テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データ�
は､個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。●本カタログで使用しているファミリーネットワーク�
ステーション、パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは�
行っておりません。●誤操作や故障などにより、本カタログで使用しているファミリーネットワークステーション、パソ�
コン本体の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、�
これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータはあらかじめCD-R�
�

安全に関するご注意�

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。�

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。�
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。�

（RW）などにバックアップを取っておくことをおすすめします。●本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時には、�
インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承くだ�
さい。●本カタログに記載された商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店など�
にご確認のうえ、お選びください。●液晶ディスプレイは、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、液晶ディスプレイの特質上、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。�
●液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使し、一画面上に235万個以上の画素（ドット）より作られています。�
このため、画面上の一部に非点灯や常時点灯するドットが存在する場合がありますが、故障ではありませんので�
あらかじめご了承ください。●本製品には、有寿命部品（CRT、LCD、HDD等）が含まれており、長時間連続で�
使用した場合、早期の部品交換が必要になります。●本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税�
は含まれておりません。また､導入および修理にあたっての配送､設置､インストール、操作指導等に要する料金およ�
び廃却に伴う費用等は含まれておりません｡●本装置の保証期間は1年間です。●本製品の補修用性能部品（製�
品の機能維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年間です。●本製品を海外に輸出する、また�
は非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●エネルギー�
消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除した�
ものです。●カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリケーションのアップグレード�
が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。�
■商標について�
●Intel、PentiumはIntel Corporationの登録商標です。●AMD、AMD AthlonはAdvanced Micro Devices,Inc.�
の商標です。●Microsoft、Windows、Outlook、Bookshelfは､米国マイクロソフトコーポレーションの米国および�
その他の国における商標または登録商標です。●「i-mode /アイモード」は（株）NTTドコモの登録商標です。�
●G-GUIDEはジェムスター社の登録商標です。●AzbyClubは富士通株式会社の商標です。●その他の名称に�
ついては､一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。�

★本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費および、廃却に伴う費用等は含まれておりません。�
★このカタログに記載の価格、仕様ならびにサービス内容等は2002年10月現在のものです。これらについては、予告なしに変更することがあります。�

富士通株式会社�
�

注意：電話番号はお間違えのないよう、お確かめの�
         うえおかけくださるようお願いいたします。�

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。�

◎インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」�
   http : // www. fmworld.net /

    iモードからも見られる「FMWORLD.NET」�
   http : // www. fmworld.net /m/

本カタログに記載されているFMVの商品紹介を、Viewpoint®社の�
Viewpoint Media PlayerTMによる3D画像でご覧いただけます。�

◎出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ�
　PC家庭教師（有料） 0120-37-2794

◎富士通オープンカレッジに関するお問合せ�
　事務局 0120 - 559 - 506

◎富士通マイゼミナールに関するお問合せ�
　東京（03）3255-4711　 横浜（045）224-2835�
　名古屋（052）239-1181　 大阪（06）6949-4137�
　福岡　0120 - 42 - 0103　 札幌（011）221-0314�
　仙台（022）267-5011　 大宮　0120-88 -2982�
　広島（082）567-7201　 高松（087）812 - 8111�
�

�

◎富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口�
　［購入前相談窓口］お問合せ時間 9:00～17:00

＊システムの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。�
＊各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。�

キューゴーマル  フジツー�

0120 - 950 - 222 �

CB2624 2002年10月Tこのカタログは、100%再生紙および�
大豆油インキを使用しています。�

ホームネットワークで、気持ちがつながる、楽しみが ひろがる。�

◎電話でサポート� FMVに関する技術相談とWord、Excelに関する基本的な操作の支援を行います。�

無料（24時間・365日※1受付）�

FMVシリーズに関する技術相談�

1件あたり3,000円（税込）�
AzbyClubカードでのお支払い：1件2,500円（税込）�

Word、Excelに関する基本的な操作支援（ネットワーク機能、マクロ関連は除きます）�

◎登録ユーザー様向けの24時間・365日※1フリーダイヤルサポート。�

◎直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。�

保証期間が過ぎても、お引き取り＆お届けの送料は無料。お引き取りからお届けまで約7日間※2で対応しています。�

�

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。�
・電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかけください。�

 技術相談�

 （11件目以降有料）�

Word/Excel�

操作相談（有料）�

 故障・修理�

について�

 セットアップ�
サービス�

インターネットの設定、ファミリーネットワークステーション�

を対象とした、ホームネットワーク環境全般のセットアップ�

などを、お客さまのご自宅に直接お伺いして行います。�

 訪 問修理�
 サービス�

ご自宅での訪問修理をご希望されるお客様には、訪問修理サービス�

（有料）をご利用いただけます。�

0120-950-222
 ゴー  マル          フ      ジ     ツー�

Azbyテクニカルセンター（登録ユーザー専用）�

※お問い合わせ1件：お電話の回数ではなく、技術相談１項目ご

とに1件とカウントいたします。※お支払いはクレジットカードのみ

のご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただくと割引

になります。（入会費／年会費無料）※2001年6月1日以降の

ご質問よりカウントを開始しております。※既にFMVをお持ちの

お客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台

数に関係なく、10件まで無料とさせていただきます。また、2001

年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をして

いただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。�

早い! 便利 ! 手間いらず! 富士通のパソコン修理便。�

キュー

＊各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。�
※1 システムの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。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部有料となります。�
※2 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4～5日遅れる場合があります。�

1件あたり2,000円（税込）AzbyClubカードでのお支払い：1件1,500円（税込）�

お問い合わせ10件目まで�

お問い合わせ11件目より有料�

お問い合わせ1件目より有料�

 Eメールでサポート�
（無料）�

AzbyClubホームページ内「Azby テクニカルセンター」にあります専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付けております。�
回答はご登録いただいたEメールアドレスに返信いたします。※回答には若干お時間をいただくことがあります。�

※その他に持込修理／訪問修理（有料）もご用意しております。�

充実のサポート＆サービスで、一人ひとりに確かな安心を。�

お問合せ先：PC 家庭教師（有料）� お問合せ先：富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口�
※電話番号は、十分にご確認のうえ、おかけください。� ※電話番号は、十分にご確認のうえ、おかけください。�

2002.10
2002年 冬モデル�

HOME  
 NETWORK

 0120 - 37-2794  0120-950-222
キューゴーマル  フジツー�


