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インターネットがますます充実。
TV&DVD鑑賞、iモード連携、デジタルビデオ編集など
自分らしく、遊ぶ、創る、伝える。
スタイリッシュな新FMVデスクパワーシリーズ。

INTERNET ………………………………………P.3-6
ワンタッチボタンでメールソフトやブラウザソフトを一発起動。Eメールやインター
ネットが簡単に楽しめます。また、＠niftyの5時間無料体験やFMVユーザー専用の
ホームページ「AzbyClub（アズビィクラブ）」などサービスも充実しています。

MOBILE PHONE  ……………………………………………P.7
ｉモードと連携して、外出先からスケジュールをチェック。さらに、電話帳データや
着信メロディの編集、iモードの待ち受け画面の作成など、iモードや携帯電話を
もっと便利に活用できます。

DIGITAL MUSIC ……………………………………P.8
インターネットや音楽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。さらに、音楽ＣＤから取り込んだ音楽データをＣＤやＭＤに録
音して、あなただけのアルバムを作成できます。

TV&DVD ………………………………………P.9-10
迫力のワイド液晶画面で、テレビ番組やＤＶＤを楽しめます。オンエア中の番組を
見たいシーンで止めたり、クライマックスまで戻したり、テレビ番組をもっと自由
に見ることができます。

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、デジタル写真を楽しめる各
種ソフトを満載しています。

DIGITAL MOVIE …………………………………………P.12
デジタルビデオから取り込んだ映像を、「MotionDV STUDIOTM」で編集。カット
や並べ替え、タイトル画面の作成など、演出も自由自在です。

SOFTWARE ……………………………………………………P.13-14
ワープロ＆表計算、実用からゲームまで「使える」「役立つ」最新ソフトが充実し
ています。
※機種によっては、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。

写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER K5/80WLT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、富士写真フィルムの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ください。
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ワンタッチで「Microsoft® Internet Explorer」を自動

的に起動してインターネット接続。ホームページ

にすぐアクセスできます。

ホームページに簡単アクセス

ワンタッチで自動的にダイヤルアップ接続※1し、

「＠メール」を起動※2。新着メールがあれば受信して、

メール着信ランプ※3と着信メロディでお知らせします。

Eメールを受信・お知らせ

ワンタッチで「＠nifty無料体験」を起動。画面の指

示に従って２クリックするだけの簡単操作で接続を完

了し、すぐに５時間無料でインターネットを楽しめます。

ホイールボタンで画面

を簡単にスクロール。E

メールの操作やホーム

ページの閲覧がぐっと

快適です。

インターネット５時間無料体験

※機種によって、マウスのデザインは
異なります。

Internetボタン

E-mailボタンアプリケーションボタン３

※自動で行うためには、あらかじめパスワードの保存などの設定を行う必要があります。

※1 自動で行うためには、あらかじめ
パスワードの保存などの設定を
行う必要があります。

※2 設定変更により「Microsoft®

Outlook® Express」でも同様に
お使いいただけます。

※3 ME5/555Eを除く。

※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
話料金及び各種有料サー
ビスのご利用料金はお客
様のご負担となります。

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
アプリケーションボタン4

ソフトの説明や使い方を表示。練習もできるので、

はじめてパソコンを使う方でも安心です。また、ア

プリケーションの起動以外にも、ヘルプを見たり、

パソコンの設定を変更したりと、あらゆる場面で

役立ちます。

買ったその日から５時間無料でインターネット。メールやブラウザソフトの起動も指１本

インターネットもEメールも、
簡単ワンタッチ。
＠niftyのサービスも充実。
指一本でインターネットにつながる。
買ったその日に、ホームページにアクセス。
5時間無料体験と3ヶ月使い放題がお得でうれしい。
※機種によって、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。
※機種によって、キーボードやマウスのデザインが異なります。

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。

スクロール機能付マウス

＠メニュー

＠メール

メール着信ランプ
E-mailボタンをワンタッチ。新着

メールがあれば、このランプが点

滅するので一目でわかります。
※ME5/555Eを除く。また、Windows® 2000
Professionalモデルでは、メール着信ラン
プはご利用になれません。

Kシリーズ Cシリーズ

※MEシリーズ、Mシリーズにはアプリケーションボタン4はありません。

E-mail

Internet
Trial

Menu
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アットニフティ

4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。）

【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。

●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。

※写真のパソコンはFMV-DESKPOWER C5/80WLです。

＠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

※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。

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。
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楽しいソフト＆コンテンツ、
多彩な接続方法で、
インターネットの面白さ無限大。
インターネットの楽しみを広げる楽しいソフト満載。
デスクパワーならインターネットの接続方法もいろいろ。
インターネットの魅力を存分に引き出します。
※機種によって、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。

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

おしゃべりホームページ®

ホームページを音声で読み上げ

富士通のホームページなら222を
入力するだけ。

Microsoft®Outlook®Express

翻訳サーフィン（ホームページ翻訳）Ｖ7.0

１７インチワイド液晶の画面に対応したワイドスタイル
では、一度に２つの画面を表示。欲しい商品を見比べ
ながら効率的にホームページを見られます。また、通常
の画面サイズに対応した表示モードも用意。ボタンや
文字が大きく、操作が簡単で快適です。

@ブラウザTM（WEB便利ツールTM）

お気に入りのページを同時にチェック

さまざまな機能を備えたEメールソフト

FMVサービスチャンネル

お勧めコンテンツをご紹介

Shockwave

ゲームやアニメーションを楽しむ

RealPlayerTM 7

インターネット上の動画・音楽をリアルに再生

Microsoft® NetMeeting
インターネットで会議やチャットができる

Hatch inside

@スイッチTM（WEB便利ツールTM）

インターネット料金表示

ワンクリックで高速表示に設定変更

接続料金・時間がすぐわかる

コペルニックライト

知りたい情報を賢く検索

眼の助（がんのすけ）

拡大表示や音声でホームページ閲覧をサポート

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、複数の検索サイ
トを利用してホームペー
ジを探すので、欲しい情
報が効率的に見つかり
ます。

文字の拡大表示や音声
による読み上げで、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。
また、英文と和訳した文
章を同時に表示でき、英
語の勉強にも使えます。

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。また、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。

ひらがなナビィ

ホームページの漢字をひらがなに変換

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。

番号入力だけでホームページへ

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。

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。

※MEシリーズには添付されており
ません。

しゃべった言葉を、そのまま文字に変換して表示。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。

Kシリーズ Cシリーズ Mシリーズ
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FMVと@niftyならインターネットへの接続方法が多彩

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）」

※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。

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。

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。

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。
※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。

自分のパソコンに関する最新情報が一目でわかる

Ｑ＆Ａ検索

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

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。

ソフトウェアアップグレード

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。

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

http://www.fmworld.net/azbyclub/

教室のご案内
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。

ビギナーからエキスパートまで

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。

困った時にちょっとアクセス

モデム�

電話回線�

ケーブルテレビ�
インターネット�

ケーブル�
モデム�

LAN※4

CATV

ターミナルアダプタ�
FMTA-103（オプション）�
標準価格：49,800円（税別）�

USBまたは�
RS-232C※5

ISDN回線�
（IP接続サービス含む）�

cdmaOne接続用USBケーブル※1�
FMV-CBL104（オプション）�
標準価格：5,000円（税別）�

携帯電話接続用USBケーブル※1�
FMV-CBL101（オプション）�
標準価格：5,000円（税別）�

携帯電話�

USB

携帯電話�

インターネット（＠nifty）�

パソコン�

PHS

USB

PHS

PHS接続用USBケーブル※1�
FMV-CBL103（オプション）�
標準価格：5,000円（税別）�

PHS接続用USBケーブル※1�
FMV-CBL102（オプション）�
標準価格：5,000円（税別）�

※6 インターネットプロバイダのIDを同一のIDで使用の場合のみ、複数のパソコンで同時にインターネットを利用できます。AOL等の専用アプリケーションを必要とするプロバイダでは本装置はご利用になれません。ワイヤレス
LANステーション1台に対してワイヤレスLANカード10台以下で使用することを推奨します。�

※7 心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。推奨通信距離は見通し半径25m以内ですが、壁の有無など使用環境により、通信可能範囲は異なります。�
「ワイヤレスLANステーション・ワイヤレスLANカード使用上の注意」�
この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ライン等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
必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（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。�

※1対応する携帯電話／PHSについては、Ｐ.20の「携帯電話
／PHSの動作確認機種一覧」をご確認ください。  �

※2 Kシリーズ、Cシリーズ、Mシリーズのみ。 �
※3 MEシリーズのみ。  �
※4 C5/867、C5/86WL、C5/1007のみ(1ポート)。  �
※5 Kシリーズを除く。  �
�

ADSL�
モデム�

ADSL

LAN※4ワイヤレスLANカード�
（PCカード）※2※7

FMV-JW181（オプション）�
標準価格：23,800円（税別）�

ワイヤレスLANカード�
（PCIカード）※3※7

FMV-W181（オプション）�
標準価格：31,800円（税別）�

ワイヤレスLANステーション※6※7

FMWT-201（オプション）�
標準価格：64,800（税別）�

※写真のパソコンはFMV-DESKPOWER K5/80WLTです。

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。）

あなたのパソコン情報


