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スクローラ」でインターネットが快適になった。
音楽編集、デジタルビデオ編集、iモード連携など
自分らしく、遊ぶ、創る、伝える。
さらにパワーアップした、新ビブロシリーズ登場。
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写真のパソコンはFMV-BIBLO NE5/60Wです。また、ポータブルMDレコーダーは、パナソニックのSJ-MR200（別売）、
デジタルカメラは、富士写真フイルムのFinePix40i（別売）、デジタルビデオカメラは、パナソニックのNV-C7（別売）です。
（注）音楽データの録音・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族で楽しむ目的でのみご利用下さい。 ※画面等はハメコミ合成です。

スタイリッシュに生まれ変わった
新FMV-BIBLOシリーズ

A4ファイル 

多彩な機能と使いやすさ

B5ファイル 

高機能プラス携帯性

A4ファイル 

スタイリッシュ＆シンプルデザイン

ビブロでつながる、広がる。

INTERNET …………………………P.３-８
「i-Panel」と「iスクローラ」でインターネットがさらに快適。iモードと連携してスケ
ジュールチェックや待ち受け画面の編集もできます。

DIGITAL MUSIC ……………………………P.９-10
インターネットやCDから聴きたい曲を取り込んで、パソコンをジュークボックスと
して使えます。取り込んだ音楽データをCDやMDに録音して、世界で一つのアルバ
ムを作成できます。

DIGITAL PHOTO ………………………P.11
デジタルカメラで撮った写真の整理や加工に便利な「＠映像館」や、年賀状・クリ
スマスカードの作成を楽しめる「筆ぐるめ」など、デジタル写真を活用できる各種
ソフトを満載しています。

DIGITAL MOVIE ………………………………………P.12
IEEE1394（DV）端子でデジタルビデオカメラと接続。映像を取り込んで、自由に編
集できる。DVDの高画質映像で映画も楽しめます。

SOFTWARE …………………………………………………P.13-14
最新ワープロソフト＆表計算、実用からゲームまで多彩なソフトを搭載。買ってす
ぐに、やりたかったことがどんどん楽しめます。
※機種により、搭載ソフトや機能が異なります。詳細は中面でご確認ください。

デジタル�
ビデオ�

オリジナル�
CD

賀�年賀状�デジタル�
カメラ�

オリジナル�
CD

MD

iモード�E Eメール�
インター�
ネット�



3

「i
アイ

-P
パ ネ ル

anel」&「i
アイ

スクローラ」で、
インターネットが簡単快適。
メールの着信、利用時間や料金を
メッセージウィンドウに表示する「i-Panel」を搭載。
多機能スクロールボタン「iスクローラ」と組み合わせて、
インターネットがより快適に。

※i-Panelとiスクローラは、NEシリーズのみ搭載。

Eメールの送受信は「@メール」におまかせ

E-mailボタンを押して「i-Panel」で新着メールを
チェックしたら、「@メール」でEメールの内容を
確認。メールチェックから、この「@メール」（＊
1）の起動まで、すべて自動（＊2）で行われます。
＊1 設定変更により「Microsoft® Outlook® Express」でも同様に
＊1 お使いいただけます。
＊2 あらかじめパスワードの保存などの設定が必要です。

①E-mailボタンを押すと、自動的にダ
イヤルアップ接続して、インターネ
ットに接続します。

通常のメール

特定の人からのメール

分かりやすいアイコン
表示で、Ｅメールが初
めての方も簡単に操作
できます。ボタン一つ
で「＠映像館」などの連
携ソフトも素早く起動

でき、写真などのオリジナル作品を手軽に送信。
さらに、受け取ったEメールの内容を音声で読み
上げる機能も搭載し、メールのやりとりがもっと
楽しくなります。

最大48文字を表示！
英語表示にも対応！
3色に光る楽しいメッセージウィンドウ

※バックライトの初期設定はグリーンです。

●光とメロディでEメールの着信をお知らせ
●インターネットの利用時間＆料金を表示
●メールボタンのプライバシーガード機能付き
●音楽CDのトラックナンバーを表示

②インターネットに接続後、自動的に
新着メールを確認して、受信します。

さらに特定の相手からのメールを、
他とは違う色のバックライトで知ら
せるように設定でき、大事なメール
を見逃しません。
※上記の手順を自動で行うにはあらかじめ設定が必要です。

「i-Panel」でEメールをチェック
E-mailボタン

③新着メールの到着を光とメロディで
お知らせ。メール件数も同時に表示
します。

@メール

Aボタン Internetボタン
（5時間無料体験）

E-mailボタンBボタン
（「＠メニュー」が起動）

i-Panel

●画面の上下スクロールが簡単！
●ボタン1つで便利なメニューを表示！

iスクローラ
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Aボタンをワンタッ
チ、自動で「@nifty無
料体験」が起動。画面

の指示にしたがうだけの簡単な操作で
接続を完了し、すぐに5時間無料でイン
ターネットを楽しめます。
※無料体験期間は、利用開始時期にかかわらず、平成14年3月
31日までとなります。
※「@nifty無料体験」では、ホームページ作成やEメールなど
一部ご利用になれないサービスがあります。
※アクセスポイントまでの電話料金および各種有料サービス
のご利用料金はお客様のご負担となります。

Internetボタンで「Microsof t®

Internet Explorer」をワンタッチで
起動し、インターネットに接続（＊）。
好きなホームページに、すぐにア
クセスできます。

＊あらかじめ設定が
必要となります。

買ってすぐに5時間無料体験ホームページにすぐアクセス

「i-Panel」の画面にインターネットの利用時間と
接続料金や電話料金を表示できます。自分が目安
とする時間と料金を設定すれば、それをオーバー
した時、光とメッセージで警告してくれます。
※表示される料金はあくまで目安です。

インターネットの利用時間や
料金をチェック

タイマー設定しておけば、決まった時刻に自動
でメールを確認。パソコンがスタンバイに移行
する際に、次のチェック時刻を表示します。

Internetボタン Aボタン

決まった時刻にメールチェック
ワンタッチボタンの組み合わせによるパスワ
ードの設定が可能。自分以外の人がボタンを押
してもメールの確認はできません。

「プライバシーガード機能」を搭載

起動時の表示メッセージをお好みに合わせて
自由に設定することが可能。パソコンの楽しさ
がさらに広がります。

お好みに合わせて表示メッセージを
自由に設定

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Me搭載。（Windows®2000 Professional搭載モデルもあります。）

多彩な機能を集約したスクロールボ
タン「iスクローラ」を搭載。ホームペ
ージなど上下に画面スクロールが必
要な場面での快適な操作性を実現し
ています。また、中央の決定ボタンを
押すだけで、ホームページ閲覧時の
「戻る」、「進む」の動作や「お気に入り
の登録」などが可能。Windows操作時
にはよく使う「電卓」や「メモ帳」も起
動できます。
※iスクローラはNEシリーズのみ搭載されています。

iスクローラ

i-Panelの多彩な機能

ワンタッチで「＠メニュー」を起
動。インターネット関連やEメール
関連のソフトを一覧できます。そ
のため、使いたいソフトをすぐに
起動でき、便利です。

簡単スタート
Bボタン

「iスクローラ」で
インターネットがさらに快適

──上スクロール

──決定ボタン

──下スクロール
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インターネットを快適に、
ソフト&サービスが満載。
＠niftyなら3ヶ月使い放題。使えるソフトも充実。
「AzbyClub」のきめ細かいサービスでいつでも快適インターネット。

※機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.14の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

※スタンダード料金コースは、加入料が別途1,000円かかります。テレコミ料金コースは、加入料無料です。
※テレコミ料金コースは３ヶ月無料の対象となりませんのであらかじめご了承ください。
※3ヶ月無料は、平成14年3月31日までに本カタログに掲載のＦＭＶに搭載のオンラインサインアップソフト
「はじめよう！インターネット」または本体添付の申込書を使って入会した方が対象です。
※オンラインサインアップでご入会いただくには、ご本人名義のクレジットカード（＠nifty指定）が必要になります。
※3ヶ月無料の期間は、登録完了日から翌々月末までとなります。
※3ヶ月無料期間中のアクセスポイントまでの電話料金および各種有料サービスのご利用料金は
お客様のご負担になります。
※スタンダード料金コースの方がテレコミ料金コース専用のアクセスポイントへ接続された場合、20円／分が
かかります。
※テレコミ料金コースでは、全国一律電話番号使用となります。また＠niftyアクセスポイント経由の場合及び、
社内LANなど他ネットワーク経由の場合は10円／分が加算されます。
※学割の対象となるのは、通学用定期券に学生割引を適用することができる日本国内の学校に在籍する学生です。

【個人会員料金表】

お手軽1コース
お手軽5コース
無制限コース

デイタイムコース

オープンコース

月々250円／1時間（超過した時間分は5円／分を加算）

月々950円／5時間（超過した時間分は5円／分を加算）

月々2,000円／時間無制限　学割あり2,000円→1,500円

月々1,200円／6:00～21:00に限り時間無制限
（上記時間外は5円／分を加算）

月々1,200円／他ネットワーク経由に限り時間無制限　
学割あり1,200円→600円

（@niftyアクセスポイント経由の場合は5円／分を加算)

インターネットへの快適な接続をお約束
「＠nifty接続アシスタント」
混雑度の低いアクセスポイントを自動的に選択して接続する賢
いソフト。
選択できるアクセスポイントにはモバイルに便利なDDIポケット
提供の「ポケットMAL」（※1）もご用意。高速64kbps（※2）のデー
タ通信を行うことができ、快適にインターネットが楽しめます。
※1:DDIポケット提供のサービス。詳しくは、P.8記載の窓口まで、お問い合わせください。
※2:一部地域では、64kbpsデータ通信ができない場合があります。本サービスを利
用するには、DDIポケットとの契約が必要となります。契約等に関しての注意
事項については、P.8をご参照ください。

●入会後3ヶ月は無料でインターネット使い放題！
●月々250円からインターネット。月々2000円で使い放題！
●電話代込みの料金コースも新登場。
●会員数は日本最大392万人。（平成12年8月末現在）アクセスポイントは全国に191ヶ所。
●ホームページ作りは10MBまで無料。作成も簡単。
●2,500件の豊富で楽しいコンテンツ。仲間の数も情報量もケタ違い。

＠niftyの便利で楽しいソフト
（FMV本体もしくは添付のCD-ROMに収録）

かわいいカードで楽しくメッセージ交換
「デリポップ」
文字だけではなくかわいいイラストを添
えてメッセージを送ることができます。

＠niftyお役立ちポータルサイト（＠niftyでは生活に密着した専門情報をご用意しています。）

信頼できるさまざまなジャンルのショップが約500
店舗。クレジット番号を入力せずに決済ができる
安心の支払いシステム「iREGi」もご用意。

日本最大20万件以上の不動産物件情報。新居探し
から風水まで住まいのことならココへ。

鮮度がちがうカーライフ情報満載。日本最速の新車
情報＆お得情報をお届け。

コスメやお買い物情報から恋愛相談まで。「元気」
と「やすらぎ」をすべての女性の方へ。

姓名判断、四柱推命、タロットなどあらゆる占いが勢
ぞろい。気になることをズバリ占う。

海外ツアー検索から国内宿泊予約まで、「すぐ」の人も
「まだ」の人も旅行のことならなんでもおまかせ。

最新ランキングや新譜情報をはじめ、邦楽・洋楽・
インディーズまで音楽に関する情報満載。

株価や為替など最新の投資情報はここでチェック。
資産運用に役立つ情報がぎっしり。

テレコミ3コース
テレコミ10コース

月々1,000円／3時間（超過した時間分は10円／分を加算）

月々2,500円／10時間（超過した時間分は10円／分を加算）

新卒・転職はもちろん、アルバイト・パート情報から派
遣情報まで、職探しをサポート。

【スタンダード料金コース】ご利用のスタイルに合わせて選べる料金コースです。

【テレコミ料金コース】＠niftyのご利用料金と電話料金をセットにしたプランです。

親ID会員　月々2,000円
子ID会員　月々500円×子ID会員数 ※子ID1名ごとに500円かかります

親子ともに時間無制限

【ファミリープラン】クレジット決済の会員に限り、ご家族・親族の方に別IDを割安で取得できます。

タネまき・水やり・木が育つ
「InterPot2」
インターネットの仮想世界に自分の土地
を持つことができ、そこで不思議な樹木
のお世話をしたり、まわりの土地の人た
ちとのコミュニケーションを楽しめます。

3ヶ月基本・接続料金
無料！

ショッピング

住まい・くらし

旅　行

くるま

女　性

占　い

求　職

音楽情報

株価・ファイナンス

来て見て、さわって 富士通タッチ！フェア実施中 2001年1月14日（日）迄

今なら、対象機種（2000年9月以降発表のデスクパワー／ビブロ）を買うと、
＠niftyの接続料金や商品券などに換えられるアット・ニフティクラブポイントを
プレゼント。応募条件、方法など詳しくは店頭で配布している「キャンペーン専
用チラシ」をご覧ください。

（プレゼント１）抽選で100名様に10万円相当分※1

（プレゼント2）もれなく5,000円相当分※1※2

※アット・ニフティクラブポイントのご利用は＠niftyへのご入会が条件となります。
※１＠nifty使用権（接続料金など）の場合。
※２＠niftyへの新規入会と、専用ホームページでのお申し込みが必要です。

No.1※ INTERNET ＠nifty
ア ッ ト ニ フ テ ィ

※インターネット白書2000©インプレス、Access Media International & IAJ,2000
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あらかじめ登録したお気に入り
ホームページを最大9画面同時
表示。効率よくネットサーフィ
ンが楽しめます。また、テレビ
のチャンネル選択の感覚で1画

面ずつ選んで見ることもできます。

お気に入りのページを同時にチェック

回線が混み合っていてなかなかホーム
ページが表示されないとき、「マルチメ
ディアボタン」をワンクリックすれば、
文字だけのすばやい表示ができます。ま
た、セキュリティやプロキシの設定変更
も簡単です。

インターネットで使った電話代やプ
ロバイダ料金を表示。今月はいくら
使っているか、一目でわかるので安
心です。一定料金や時間を超えると
通知するため、使い過ぎを防げます。
※あらかじめお客様のご利用環境の設定が必要に
なります。
※表示される料金はあくまで目安です。

接続料金・時間がすぐわかる

知りたい情報を賢く検索 拡大表示や音声でホームページの閲覧をサポート

英文ホームページを高精度にスピード翻訳

長いURLを入力するかわ
りに、簡単な数字（インタ
ーネット番号）を入力す
るだけで、ホームページ
にすぐアクセスできます。

知りたい情報のキーワードから、
さまざまな検索サイトを利用し
てホームページを探します。複数
のサイトを使うため、効率的にほ
しい情報が見つかります。

文字の拡大表示や音声による
読みあげで、ホームページの閲
覧をサポート。視覚の負担を減
らして、ホームページを快適に
見ることができます。

英文で書かれたホームページ
を、スピーディーに翻訳。海外
のホームページも気軽に楽し
めます。

インターネットをアクティブに、快適にするツール＆ソフトが満載

FMVユーザーのためのコミュニケーション・サイト「AzbyClub（アズビィクラブ）」

パソコン初心者向けの活用ガイドから本格的な資格
取得のご紹介まで、お客様に合わせた学習メニュー
をご用意します。

※AzbyClubをご利用する際には、ユーザー登録時に発行される「ユーザー登録番号」と「パスワード」を入力していただきます。FMV、INTERTOPユーザー以外の方はご利用になれません。

AzbyClubは、お客様一人ひとりにきめ細かいサービスメニューをお届けし、お客様と富士通をつなぐホームページです。

教室のご案内

ビギナーからエキスパートまで

お客様の機種に関する最新情報や、イベント・キャン
ペーンのお知らせなどお客様の好みに合わせた情報
をメールでいち早くお届けします。

メールサービス

必要な情報だけをメールマガジンで配信

コールセンターに寄せられる膨大なお問い合わせの
データベースから、新着順、ランキング順、キーワー
ド、ウィザード形式などのさまざまな検索方法でお持
ちのパソコンに関するQ&Aがすぐに検索できます。

Q&A検索

困った時にちょっとアクセス

情報コンビニメガバイト

ちょっと便利で毎日アクセスしたくなる

ソフトウェアアップグレード
プレインストールソフトのアップグレード情報をご
案内します。一部会員向け特別キャンペーンなども
ご用意しています。

お手持ちのソフトを最新バージョンに

ニュース・天気予報などの生活情報や、壁紙・ホームペ
ージ作成用素材の提供に加え、コラムやイラストの投
稿コーナーなど楽しい企画がもりだくさんです。

デスクトップの画面上に、「@nifty」の人気コンテンツ
のご紹介や「FMVサポート&サービス」のご案内など、
役立つ楽しい情報を満載。ほしい情報にすぐアクセス
できます。

お勧めコンテンツをご紹介

さまざまな機能を備えたEメールソフト

ホームページを音声で読み上げ

ホームページ上のゲームやアニメーションをサポートインターネット上の動画・音楽をリアルに再生

インターネットで会議やチャットができる

ワンクリックで高速表示に設定変更

番号入力だけでホームページへ

※富士通のホームページなら222を入力するだけ。

@ブラウザTM（WEB便利ツールTM） @スイッチTM（WEB便利ツールTM） インターネット料金表示

FMVサービスチャンネル コペルニックライト 眼の助（がんのすけ）

翻訳サーフィン（ホームページ翻訳）V7.0

Hatch inside

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Me搭載。（Windows®2000 Professional搭載モデルもあります。）

しゃべった言葉が、そのま
ま文字に変換されて表示
され、声で文章入力できま
す。また、間違った入力や
変換も、キーボードを使わ
ずに修正可能。「@メール」
なら、声だけでのメール送
信もできます。
※NE5 / 8 0 0 H R、NE 5 / 6 5 0 R、
NE5/650Dのみ搭載しています。

しゃべった言葉をそのまま入力
DragonSpeechTM Partner

音声入力に最適な
ヘッドウォーンマイクを
標準添付。

ホームページにふりがなを表示

ホームページの漢字をひらが
なに変換して、表示するお子様
向けブラウザです。ひらがな変
換する漢字は学年別に指定で
きるので、学力に合わせて、イ
ンターネットを楽しめます。

ひらがなナビィ

AzbyClubホームページにアクセスすると、お客様が
登録した機種の最新情報をトップページに表示。最
新ドライバやオンラインマニュアルなど、必要な情
報をすぐに取り出せます。

あなたのパソコン情報

自分のパソコンに関する
最新情報が一目でわかる

Microsoft®Outlook®Express

RealPlayerTM 7

おしゃべりホームページ®

Microsoft® NetMeeting

Shockwave

※一部のサービスは有料になる場合があります。
※計画中のサービスを含みます。http://www.fmworld.net/azbyclub/

AzbyClubのサービスに関する最新情報、詳細につきましては
ホームページでご確認ください。
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携帯電話やiモードが、
もっと便利に、快適に。
携帯電話連携で外出先からスケジュールや
住所録のチェックができる。
着信メロディの作成/ 編集から、
iモード用ホームページ作成まで、もっと便利に、快適に。

※動作確認済み携帯電話/PHSはP.20の「携帯電話/PHS動作確認機種一覧」でご確認ください。

※機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.14の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

iモードのメールをパソコンで管理
メールリンク

iモードで保存しきれないメ
ールは、パソコンで管理。ま
た、パソコンでメールを編集
して、iモードに転送し、送

信することもできます。
※携帯電話接続用USBケーブル

（FMV-CBL101）が必要です。

キーボードに入力した文字
をそのままiモードに表示。
パソコンからスムーズに入
力できます。
※携帯電話接続用USBケーブル

（FMV-CBL101）が必要です。

パソコンで携帯電話に文字入力
キーボードリンク

電話帳データの編集／バックアップ
メモリダイヤルリンク

携帯電話に登録している電話
番号（メモリダイヤル）の編
集／追加やバックアップが簡
単に行えます。また「ＦＭ手帳」
と連携させて、住所録データ
を共有できます。

※携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL101）が必要です。

iモードの待ち受け画面を編集
＠映像館

パソコンに取り込んだ写真をiモード用のデータに変
換。＠niftyのホームページ経由（＊1）やケーブル接続
（＊2）で、iモードで待ち受け画面に簡単設定できます。
＊1 事前に＠niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。

＊2 携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL101）が必要です。

キャラクタリンク

着信メロディの作成／編集
メロディリンク

「AzbyClub」の着信メロディのダウ
ンロードサービスにも対応予定。音
符や数字を入力するだけで、最大4
和音の着信音が簡単に作成／編

集できます。
※携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL101）
が必要です。

作った画像をホームページに登録
＠映像館

「＠映像館」で編集した画
像をホームページ（＊）に
登録できます。パソコンか
らでも、iモードからでも
見られます。
＊事前に@niftyと契約して、個人の

ホームページを開設する必要が

あります。

携帯電話へメッセージを送信
＠メール

メールアドレスから携帯電
話の会社を判別し、文字数
や添付ファイルなどの制限
を自動的にチェック。文字
数がオーバーしている時は、
メッセージで警告します。

iモード用の掲示板
めるぼ

iモードから手軽に利用でき
るコミュニティサービス。
＠nifty会員専用の掲示板を
作り、同じ趣味の仲間を集め
たり、用途に合った使い方を

楽しめます。
※@niftyが提供する@nifty会員用のサー

ビスです。

外出中でもスケジュール帳を、iモードでチェック
＠コントローラ FM手帳

iモードからスケジュール帳を＠niftyのホームページ
（＊）に登録するように指示をします。ビブロが登録指示
を受けたら、ホームページの情報を自動的に更新して、
iモードにメールで登録完了の通知をします。
＊事前に＠niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。

※「＠コントローラ」をご利用になる際は、スタンバイで待機することに

なります。電源オフ状態での待機はできません。

携帯電話やiモードがもっと便利に、もっとつながる

iモード用のホームページ作成
サクサクiちゃん サクサクかきあげ君

＠niftyでは、iモード向け
のホームページも作成
できるサービス「サクサ
クiちゃん」を提供。また、
複雑な設定不要でホーム
ページを編集・転送する
サービス「サクサクかき

あげ君」も便利です。
※@niftyが提供する@nifty会員用のサービスです。

携帯電話接続用ケーブル

④情報閲覧

①情報登録指示

③登録通知

②情報掲載

④画像設定
③画像登録

③画像転送

①画像取込

②画像編集

@nifty�
ホームページ�

@nifty�
ホームページ�

※写真の携帯電話は、NTTドコモのF209i（別売）です。

＠FTP

＠FTP

＠FTP

デジタルカメラ
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BluetoothTMワイヤレスステーションで室内のどこからでもインターネット［NE5/60W］

ワイヤレス
ステーション パソコン

NE5/60Wでは、配線なしでもインター
ネットが楽しめるBluetoothTM対応ワイ
ヤレスステーションを標準添付。ワイ
ヤレスステーションに電話回線に接続
して、屋内のどこからでもインターネ
ットにアクセスできます。モジュラー
ジャックの位置などによる使用場所の
制限がないので、リビングやテラスな
ど、お好きな場所から手軽にネットサ
ーフィン。インターネットの楽しさが
さらに広がります。
※見通し半径100m以内で通信可能。障害物や電波環
境など使用状況により通信可能範囲は異なります。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Me搭載。

最先端のワイヤレス通信技術BluetoothTMを採用

NE5/60Wでは、世界中の企業1800社以上が賛同する先進の無線通信規格BluetoothTMを
採用。簡易な接続と小型軽量の通信モジュールにより、今後パソコンをはじめ、様々な
機器で搭載が見込まれる最先端の技術をいちはやく取り
入れました。

H"IN（エッジイン）モジュール内蔵で手軽にインターネットにアクセス［MF5/600W］

通信機能内蔵だからこんなに便利！

DDIポケットとの契約等に関する注意事項

パソコン

MF5/600W標準添付ワイヤレスステーション仕様一覧�
データ:56kbps (V.90 & K56flex 両対応) �

モジュラージャックRJ-11�
モジュラージャックRJ-11�

PIAFS 64K（自営標準第3版）�
RS232C D-sub9ピン （TA接続）   �
AC100V、50 Hz/60 Hz   �
通信時：約9.5W�

非通信時：電源ON時・約8.5W、電源OFF時・約2.0W�
約162×33.8×120mm   �

約250g

インタフェース�
�
�
�
�
電源�
�
�
外形寸法（W×D×H）�
重量�

LINE（モデム）端子（＊） �
�
TEL端子�
ワイヤレス通信機能�
シリアルコネクター�
入力�
消費電力�
�
�

＊日本国内NTTアナログ一般回線専用です。�

NE5/60W標準添付ワイヤレスステーション仕様一覧�
データ:56kbps (V.90 & K56flex 両対応) �

モジュラージャックRJ-11�
モジュラージャックRJ-11�

Bluetooth Specification Ver.1.0B�
RS232C D-sub9ピン （PC/TA切り換え可能）   �

AC100V、50 Hz/60 Hz   �
通信時：約6.0W�

約134×31×110mm   �
約250g

インタフェース�
�
�
�
�
電源�
�
外形寸法（W×D×H）�
重量�

LINE（モデム）端子（＊） �
�
TEL端子�
ワイヤレス通信機能�
シリアルコネクター�
入力�
消費電力�
�
�

＊日本国内NTTアナログ一般回線専用です。�

室内で、外出先で、
手軽にワイヤレスインターネット。
ワイヤレスステーションを使って、屋内のどこからでも
インターネットが楽しめる。（＊1）
H"INモジュール内蔵モデルなら外出先から
携帯電話なしでもインターネットに接続できる。（＊2）

＊1 NE5/60W、MF5/600Wのみ対応しています。

＊2 MF5/600Wのみ対応しています。

屋内では電話回線を利用し、ワイヤレスで手軽にインターネット
MF5/600Wではワイヤレスステーションを標準添付。ご家庭の電話回線を利用
して、ワイヤレスでの快適なインターネットを楽しめます。

●ご契約にあたっては、ご契約者本人名義のクレジットカードが必要となります。
●DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。なお、審査結果によっては、預託金が必要となる場合があります。
●ご加入時には、別途、契約事務手数料がかかります。
●ご契約、お支払方法、ご利用いただけるサービスエリア、料金プラン、DDIポケット提供の各種サービス等の詳細に関しては、
DDIポケットのカタログやホームページをご参照、あるいは下記窓口までご相談ください。

●H"IN対応モデルでDDIポケットと回線契約している場合、修理期間中などにおいても月額基本使用料は請求されます。
●オンラインでの機種変更は、平成12年12月以降の実施となります。
詳細は、DDIポケットの下記窓口にご確認ください。
DDI ポケット株式会社
■ご利用お申し込み・お問い合わせ受付時間(日・祝日を除く) 平日/9:00～18:00 土/9:00～17:00
一般加入電話・公衆電話から 0077-775(無料)   H"(エッジ)・ポケット電話から 116(無料)
■データ通信に関するお問い合わせ 受付時間(土・日・祝日を除く) 平日/9:00～17:30
一般加入電話・公衆電話から 0077-7-157(無料)   H"(エッジ)・ポケット電話から 157(無料)

ホームページ http://www.ddipocket.co.jp/

豊富なDDIポケットのサービスを利用できる

＊1  PIAFS2.1版準拠。一部地域では64kbpsデータ通信ができない場合がありますが、32kbpsでの通信は可能です。
＊2 データ通信のみ利用できます。音声通話はご利用できません。データ通信を行う場合は、接続先がPIAFS2.1版に対応している必要があります。
また、FAX送受信は対応しておりません。

（注）ご利用いただけるDDIポケットのサービスエリアをご確認ください。サービスエリア内でも電波の状況によっては、
ご利用いただけない場合があります。また、航空機、病院、電車などでは、ワイヤレス通信機能をOFFにしてください。

＊3 情報料は、無料なものと有料なものがあります。また情報料以外に通信料がかかります。

※H"INサインアップを行わなくても、本機能をご利用いただけます。
※見通し半径100m以内で通信可能。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。

MF5/600W本体に高速64kbpsのデータ通信（＊1）［H"IN
（エッジイン）］（＊2）を標準搭載。電話機や通信カード
等を接続することなく、いつでもどこでも手軽にイン
ターネットを楽しむことができます。

H"IN（エッジイン）の契約をオンラインで行い、すぐに快適通信

ニュースやエンターテイメント情報（＊3）などを提供
する『コンテンツサービス』や、MF5/600Wおよび
H"LINK（エッジ・リンク）対応電話機間で簡易文字メッ
セージの会話を楽しむ『DXメール（直送メール・チャ
ットメール）』などDDIポケットのサービスが利用で
き、ますますコミュニケーションが楽しくなります。

業界初、H"IN（エッジイン）の電話番号をオンラインで取得する
『H"INサインアップ』ソフトを用意。氏名、住所、クレジットカード番
号など必要な情報を入力するだけの簡単操作でサインアップ（＊4）

でき、買ったその日から高速64kbpsのデータ通信が利用できます。
＊4 サインアップにあたっての契約などに関する注意事項は右記をご参照ください。
（注）インターネットをご利用する場合は、別途プロバイダ契約が必要となります。

（注）本機能サービスを利用する場合は、オンラインによる
DDIポケットとの契約が必要となります。

今なら、契約事務手数料 2,700円 無料!
平成12年12月末日まで ※H"INモジュールを搭載した「MF5/600W」をお買

い上げの上、新規ご契約の方を対象とさせてい
ただきます。


