
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。
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携帯電話とデスクパワーなら
家でも外出先でもつながる。
データ連携が快適で便利。
iモードを使って、外出先からスケジュールをチェック。
さらに、着信メロディーの作成、電話帳データの管理もできる。
携帯電話とのデータ連携が楽しく快適です。
※動作確認済のiモード／携帯電話は、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。

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
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。

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※1経由やケーブ
ル接続※2で、iモードの待ち受け画面に簡単に設
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

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※1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。

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。

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 ＠FTP

＠FTP

＠FTP

iモードからスケジュール帳を＠niftyのホームペ
ージ※1に登録するように指示をします。デスクパ
ワー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。
※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。
※「＠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。

携帯電話接続用ケーブル

※写真の携帯電話は、NTTドコモのF209i（別売）です。

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

②画像編集

①画像取込

デジタルカメラ

� ②

@nifty�
ホームページ�

� ②

@nifty�
ホームページ�

※＠niftyが提供する＠nifty会員用
のサービスです。

※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。
※＠niftyが提供する＠nifty会員用
のサービスです。

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。



音楽配信サイ
ト「D i g i t a l
Music Store」
からダウンロ
ードした曲や
音楽CDを再生したり自分で編集し
たりできるオーディオ・プレーヤ
ー・ソフト。自分で演奏する曲順のリ
ストを作ったり、曲ごとにジャンル分
けすることもできます。
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ネットで好きな曲を購入。
音楽CDから録る、聴く。
持ち歩いて自由に楽しめる。
インターネットで＠niftyの音楽配信サイトから欲しい曲を購入。
音楽CDからデスクパワーに取り込んだ曲はCDやMDに録音。
自分のスタイルで好きな曲を好きなところで楽しめます。
※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。

本物の音を鑑賞できる

MシリーズMEシリーズ（CDに録音）（MDに録音）

（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
様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

※1 Kシリーズ、Cシリーズはコネクタの形状が丸形（光ミニジャック）、Mシリーズは角形となります。
※2 MDレコーダーなどは、48KHzに対応した光デジタルオーディオ入力端子を搭載した製品をご使用ください。
※ MDレコーダー、光デジタルオーディオケーブルなどは別売となります。ご購入の際は、接続の可否、追加オプショ

ンの有無をご確認ください。なお、動作確認済みの機種については、富士通インターネット情報ページ「FM WORLD.NET」
（http://www.fmworld.net/auseful.html）に掲載しておりますので、ご購入の際は事前にご確認ください。

（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庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

Cシリーズ
ME5/555Eを除くC5/80L、C5/80WLを除く

C5/867、C5/1007のみ

ワンタッチボタンで、ＣＤ操作も簡単

音楽ＣＤからMP3をつくれる

従来のスピーカー技術では実現できなかった本物の音の

再現に極限までこだわった「タイムドメインスピーカーTM」を

採用。この形と構造が、本

物の音が持つ繊細な表

情まで正確に再生し、3次

元的な立体感のある音場

空間を再現します。

Kシリーズ Cシリーズ Mシリーズ

Cシリーズ Mシリーズ

Easy CD CreatorTM

CD/DVD操作ボタン� 音量調節ボタン�

※機種によってキーボードのデザインやボタンの数は異なります。

音楽データをWave形式の約

10%に圧縮が可能なMP3形式

への変換※1ができるため、ハー

ドディスクが有効に使えます。

また、複数の音楽データの再生にも対応しています。

オーディオシステムコンポを操

作する感覚で、手軽に音楽を楽

しめる「Jet-Audio Player」。

反響・ワイドなど多彩な音響効

果を設定できます。

インターネットから聴きたい曲を購入

ダウン
ロード

@niftyの音楽
総合専門サ
イト「＠nif ty
MUSIC WEB」
内にある音楽
配信サイト。
ジャンルや、メジャー／インディーズ
の垣根を超えた幅広い楽曲をネット
上から購入（＠nifty会員の方のみ）
できます。

RealJukeboxTM

Jet-Audio Player

Digital Music Store ＠nifty Audio Manager

※1 エンコード時のビットレートは最大96Kbps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

またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

好きな曲を取り込み、パソコンをジュークボックスに

「Jet-Audio Player」で音楽CDから聴きたい曲を取り込み、好きな曲順

で編集したオリジナルベストアルバムを作成。何パターンも用意して、気

分に合わせて選べます。デスクパワーがジュークボックスに変わります。

音楽CDから好きな曲を取り込んで
（Wave形式、RA形式）、編集スタート。
「Jet-Audio Player」なら高音質なデジ
タルデータのまま取り込め、編集後もハ
イクオリティなサウンドが楽しめます。

取り込んだ曲を、聴きたい順にクリックし
ていくだけで思い通りのプレイリストが完
成。いつでもその通りの曲順で再生でき、
自分だけのベストアルバムとして楽しめ
ます。アルバムタイトルや曲名も手軽に
入力でき、データ管理も簡単です。

MDやCDに録音すれば、どこでも自由に楽しめる

CD-R/RWまたはCD-RW/DVD-ROMドライブ搭載

機種なら、アルバムデータのプレイリストをCD-R/CD-

RWディスクにデジタル録音できます。また、音楽と

データを組み合わせたミックスモードCDも作れます。

キーボードにCD操作ボタンを装備。音楽CDを手軽に

楽しめます。

「Jet-Audio Player」で編集したアルバムを光デジタ

ルオーディオ出力端子※1でMDレコーダー※2に録音。

「自動曲間設定機能」で安心して録音でき、デジタル

ならではの高音質なサウンドが楽しめます。

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。）

@niftyの音楽配信サイ

ト「Digital Music Store

（ＤＭＳ）」から、オンライ

ンで曲を購入できます。

ダウンロードした曲を

「＠niftyAudio Manager」

で手軽に再生できます。

※著作権保護方式を採用しているため、CDやMDに
は録音できません。

※ 写真のポータブルMDレコーダーは、パナソニックのSJ-MR200（別売）です。
お問い合わせ：ナショナル/パナソニックお客様相談センター　フリーダイヤル0120-878-365（9：00～20：00）
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見たいシーンを自分のペースで表示させるタイムシフト機能

テレビ録画※1も簡単。
一歩先行く機能で、
見たいシーンを逃さない。
電子番組表で、外出先からiモードで、番組予約。
見たいシーンで止める、戻す。番組を自分のペースで見られます。
また、DVDの映画を迫力のワイド画面と臨場感のあるサウンドで楽しめます。
※1 K5/80WLT、M5/857Tのみ。
※ 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。
※ テレビをご覧いただくためには、外部アンテナをケーブル（別売）でパソコンにつなぐ必要があります。
※ テレビ番組表示ソフト「mAgicTV」は、Windows®Me上で動作します。Windows®Meが立ち上がっていない状態でテレビをご覧いただくことはできません。
※ タイムシフト機能や録画機能はソフトウェアで処理を行っています。使用状況やシーンによっては映像がスムーズに再生されない場合があります。

外出中でもiモードで簡単予約 @コントローラ mAgicTV

mAgicTV

テレビの録画をしたいとき、外出中でもiモードを使えば、録画予約が可能です。

① iモードで@niftyの自分のホームぺージ※1にアクセス。

録画予約のページで予約したい番組の情報を入力。

②あらかじめ設定した時刻になると、パソコンが自動的にホームページをチェック。

録画予約の情報があると、録画ソフト「mAgicTV」に録画の指示を出します。

③予約の完了をiモードなどにEメールで通知します。
※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。
※「＠コントローラ」や予約録画機能は、スタンバイで待機します。電源オフ状態での待機はできません。

①録画指示� ②録画予約�

③予約完了報告�

@nifty�
ホームページ�

急な用事が入ったときも、一時停止して、あとでそこ

から再生することもできます。また、テレビ番組の途

中で、クイズの応募やチケット予約の案内、料理の

レシピなどが表示されたとき、一時停止ボタンを押

すと画面が止まり、ゆっくりと書き写せます。さらに、

同期ボタンで瞬時に、実際の番組に追いつくこと

も可能です。

※一時停止は自動保存期間内（5～120分）で有効です。

急な用事が入った時には

実際

スポーツ番組などで決定的なシーンを見逃した

ときやもう一度見たいときには、早戻しボタンや

スライダーで見たいシーンまですぐに戻すこと

ができます。自動的にハードディスクに録画をし

ているので、何度でも再生可能です。

※タイムシフト開始以前の時刻には戻せません。
※現在時刻より、自動保存時間内（5～120分）で早戻し、早送りが可能です。

決定的なシーンを見逃した時には

パソコン
画面

実際

パソコン
画面

タイムシフト中に録画を開始すれば、録画の途中

でも番組の最初から再生でき、録画もそのまま

進行します。録画が終わるまで待って再生する必

要がなく、気になる番組を早くチェックできます。

※ 番組の最初から再生するには、番組開始の数分前から録画する必要が
あります。

録画中に番組の最初から見たい時には
実際

パソコン
画面

番組の最初
から再生

K5/80WLT M5/857T

K5/80WLT M5/857T

急な用事が入った
時には一時停止

再生開始 同期ボタンで実際の番組に
追いつくことができます

同期ボタンで実際の番組に
追いつくことができます

見たいシーンへ戻る

タイムシフト中
に録画開始

早送りで実際の番組に
追いつくことができます

協力 Jリーグ映像株式会社

＠FTP
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DVDで映画が楽しめる

電子番組表で簡単予約 mAgicガイド

mAgicTV

mAgicマネージャ

データ放送を受信して、無料※1で電子番組表を入手※2。番組のタイトル

をクリックすれば、録画予約※3ができます。また、あとで検索しやすいよ

うに、自動的に番組のタイトルがリスト表示されます。さらに、データ

放送を受信する時などに、パソコンの時刻を自動的に補正※4します。
※1テレビ局から放送される情報は無料です。
※2テレビ朝日系列の放送を受信する必要があります。一部、情報が提供されない場合があります。
また、ケーブルテレビ経由での接続時には、ご利用になれない場合があります。

※3 連続して番組を予約する時には、番組の間を3分以上あける必要があります。
※4 1分ごとに時刻を補正します。約25日以内の誤差まで修正できます。

テレビ番組の情報を入手

ADAMSステーション bitcast browser

「ADAMSステーション」※1や「bitcast

browser」※2を使って、テレビでは放送さ

れない番組の情報や、ニュース・天気な

どの情報を手軽に入手※3できます。
※1 ADAMSはテレビ朝日系列全国24局がサービスしている
データ多重放送です。

※2 2000年9月現在、bitcastは、東京放送（TBS）、フジテレビ
ジョン（フジテレビ）、毎日放送（MBS)、新潟放送（BSN）、北
海道放送（HBC）の各放送局が実施しています。

※3テレビ局から放送される情報は無料です。

最新のDVDソフトがパソコン上で楽しめます。好きな

映画をDVDならではのクリアな映像と迫力のあるサウ

ンドでご覧ください。今ならもれなく、体験版DVDソフ

トもついてきます。もちろん、17インチワイド液晶なら、

ワイド画面で臨場感あふれる映像を鑑賞できます。

付属のDVDプレーヤーソフト「WinDVD™2000」によ

り、字幕や音声が選べる※1ほか、表示画面のサイズを

簡単に切り替えて、自由にDVDソフトを楽しめます。

17型ワイド液晶でワイド画面表示

WinDVDTM2000 Kシリーズ

17型ワイド液晶モデルなら、DVDの映画など

をワイド画面で迫力のある画像を楽しむこと

ができます。また、K5/80WLTでは、テレビ番

組もワイド画面で表示するため、大画面で鑑

賞できます。

C5/80WL、C5/86WLのみ K5/80WLTのみ

C5/665、C5/80LRを除く

Cシリーズ

WinDVDTM2000 CシリーズKシリーズ

CシリーズKシリーズ

Mシリーズ

「ドルビー※1ヘッドフォン」対応

お手持ちのヘッドフォンをパソコ

ンにつなげば、映画館のような臨

場感あふれる迫力のドルビーデ

ジタル立体音響を楽しめます。

※1 DVDソフトが対応している必要があります。
©1999 Warner Bros. 
All Rights Reserved

「アイアン・ジャイアント」より

制作：ワーナー・ホーム・ビデオ

キーボードのワンタッチボタンで
DVD操作
「WinDVD™2000」を使ってDVDソフトの再生

や停止などをワンタッチボタンで操作できます。

DVDのクオリティをすぐに体験
DVDソフトならではの魅力をご覧いただくため

に、「マトリックス」「フレンズ」などのDVDソフト

の予告編を満載した、オリジナルのDVDプロモ

ーションディスク「DVD FLASH Vol.2」を添付。

DVDのクオリティの高い映像とサウンドを買っ

てすぐに体験できます。

発売元：ワーナー・ホーム・ビデオ
商品番号：左より「スリー・キングス特別版」DL-17862、「マトリックスROM対応特別

版」DL-WB17737、「トムとジェリーVol.1」HB-59919
※掲載のパッケージ写真はDVDビデオソフトのサンプルです。
デスクパワーでは、これらの作品のプロモーション編を添付しています。

これら3作品などの予告編を、
上記「DVD FLASH Vol.2」に収録！

K5/80WLT M5/857T

K5/80WLT M5/857T

※1 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号は
ドルビーラボラトリーズの商標です。

C5/665、C5/80LRを除く

※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER K5/80WLTです。

※写真は17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイです。

CD/DVD操作ボタン� 音量調節ボタン�

※機種によってキーボードのデザインやボタンの数は異なります。

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

録画時間の目安
高画質なMPEG2※1相当の録画形式をサポート。ハード
ディスク1GBに高画質モードなら約30分、標準画質モー
ドなら約50分、長時間モードなら約65分録画できます。

※1 録画したデータは、MPEG2方式に基づく独自のデータ形式です。
編集はできません。

©J.LEAGUE PHOTOS



やりたいことをメニューから選ぶだけの

簡単操作。取り込んだ写真の色補正

や、特殊加工が思いのままです。加工

した画像はボタン一つでEメールに添

付して送信することができるので、作

品づくりの楽しさが一層広がります。
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デジタルカメラで撮影した思い出のシーンを使って、
オリジナル年賀状やクリスマスカードの作成が簡単。
また、写真を加工して、Eメールで友達に見せられます。
※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。

オプションのカラーペンスキャナを

利用して、カラーで取り込むことが

可能です。普通のカメラで撮った写

真をパソコンで編集して、Eメール

で送信できます。

「筆ぐるめ」なら収録イラストや挨拶文を選んでいくだけで初

めての人でも簡単に彩り豊かな年賀状を作成することがで

きます。お気に入りの写真を取り込めば楽しさもさらに倍増。

宛名面も、書体とレイアウトを選ぶだけの簡単操作です。

筆ぐるめVer.8.0
デジタルカメラのスマートメディ

アやコンパクトフラッシュなどを、

PCカードアダプターにセットし、

そのままPCカードスロットへ。撮

った写真を簡単に取り込めます。

スマートメディアなどをフロッピーディスクアダプターにセットし

てフロッピーディスクドライブに差し込んだり、ケーブル（USB、

RS-232Cなど）で直接接続しても手軽に取り込めます。
※デジタルカメラ、PCカードアダプター、スマートメディアなどは別売となります。また、
ご購入の際は接続の可否、追加オプションの有無をご確認ください。なお、動作確認済
みの機種については、富士通インターネット情報ページ「FM WORLD.NET」
（http://www.fmworld.net/auseful.html）に掲載しておりますので、ご購入の際は事前
にご確認ください。
※写真のデジタルカメラは、富士写真フィルムのFinePix40i（別売）です。
お問い合わせ：富士写真フィルムお客様コミュニケーションセンター 03-3406-2981

（9:30～17:00 土・日・祝日を除く）

※上記機種にはCD-Rディスクを1枚添付しております。

スキャナで取り込んで編集

カラーペンスキャナ
RS-C30（オプション）
標準価格：29,800円

（税別）
・専用PCカード接続
・読み取り幅105mm
・約90g（スキャナ部）

CシリーズKシリーズ

全シリーズ

Mシリーズ

CシリーズKシリーズ Mシリーズ

デジタルカメラで撮った
画像の加工が思いのまま。
年賀状作りも楽しい。

画像の取り込みが簡単、スマート！ 個性あふれる年賀状の作成も簡単

CDやMDなどのラベルから、名刺、カレンダ

ーまで、手軽にオリジナル作品がつくれます。

パソコンのデスクトップ上に表示できるオリ

ジナル時計も簡単に作成可能です。実用的

なものから楽しいものまで、好みに合わせた

作品づくりにチャレンジしてください。

大切なデジタル写真や電子アルバムなどの作

品は、大容量で信頼性の高いCD-RW(CD-R)

でしっかり保存できます。さらに持ち運びも簡単

だから、パーティなどに持っていき、友達のパソ

コンでみんなと一緒に楽しめます。

画像の加工が思いのまま
＠映像館

動画を取り込んでオープニングやエンデ

ィングを挿入したり、タイトルや枠といっ

た効果を設定できます。

名刺からカレンダーまで、オリジナル作品を手軽に作成
＠映像館

デジタルカメラから取り込んだ写真に、絵や文

字を自由に描くことができます。あらかじめ搭載

されている「スタンプ」や「イラスト」を使えば、

お気に入りの写真がより鮮やかに変身。さらに、

作った画像をそのままＥメールで送信できます。

はーときゃんばす

取り込んだ写真を加工して、Ｅメールで送信

Easy CD Creator TM
写真や作品をCD-RWで持ち運ぶ、友達と見る

（色補正）

（セピア）

▼

（鮮明）

▼
▼

＠映像館

動画の加工もらくらく

多彩なソフトでデジタル写真の楽しさ広がる

C5/80L、C5/80WLを除く

Cシリーズ MシリーズMEシリーズ
ME5/555Eを除く
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ビデオ編集が思いのままに。あなただけのオリジナルムービーをつくろう

編集が終わったらテープに出力、ラベルを貼って完成！

取り込んだ映像を自由自在に編集して、オリジナル

ビデオを作成。BGMやナレーションの挿入、タイト

ル画面の作成、「フェード・イン＆アウト」などのビデ

オエフェクト効果にも対応。まるでプロのような仕

上がりで、思わず誰かに見せたくなります。

デジタルビデオで何気なく撮った映像も、
タイトルやビデオエフェクト効果を入れて編集すれば
あなただけのオリジナルムービーになります。
※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。

Kシリーズ Cシリーズ Mシリーズ

Kシリーズ Cシリーズ Mシリーズ

デジタルビデオからデスクパワーへの映像取り込みはケーブル一本

MEシリーズ

※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER C5/80LR、デジタルビデオカメラは、パナソニックのNV-C7（別売）です。
お問い合わせ：ナショナル／パナソニックお客様相談センターフリーダイヤル 0120-878-365（9：00～20：00）

IEEE1394カードFMV-102（オプション）
標準価格：24,800円（税別）

映像を取り込む
テープの内容をビデオクリップにしてライブラリーに保存。編集画面にビデオクリップを移動します。

［動画の編集もラクラク］

Panasonic MotionDV STUDIOTM

※1 IEEE1394（DV）端子を装備している必要があります。
※ デジタルビデオカメラ、DVケーブルは別売です。ご購入の際は、接続の可否、追加オプションの有無
をご確認ください。なお、動作確認済みの機種については、富士通インターネット情報ページ
「FM WORLD.NET」（http://www.fmworld.net/auseful.html）に掲載しておりますので、ご購
入の際は事前にご確認ください。

※ 写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER C5/80LR、デジタルビデオカメラは、パナソニックのNV-C7
（別売）です。

デジタルビデオテープに出力
編集したデータをデジタルビデオテープに出力

して大切に保管できます。みんなで鑑賞したり、

誰かにプレゼントするのが楽しくなります。

テープラベルやタイムシートを作成
編集した映像のワンシーンを入れたテープラベル

やビデオクリップのタイムシートもつくれて、録画し

たテープの管理に便利です。

IEEE1394（DV）端子のない機種でも、オプションの

IEEE1394カードを装備すれば、デジタルビデオ映像の取

り込みが可能。動画編集ソフト「Ulead VideoStudio 3.0

DV SE」もついてきます。

欲しいシーンだけを切り出す
不要なシーン（ビデオクリップ）を削除して、欲しいシーンだけを抜き出します。

IEEE1394（DV）端子に、デジタルビデオカメラ※1をDVケー

ブルでつなぐだけで簡単に映像を取り込めます。デジタルデ

ータだから、取り込んだあとの加工や編集が思いのままです。

自由自在に編集。
プロのような仕上がりで、
思い出をしっかり残せます。

映像を並び替えてつなぐ
ドラッグ＆ドロップでビデオクリップを好きな場所に移動し、1本につなげます。

ラベルを貼ってオリジナルムービーの出来上がり

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。）



13

乗車駅と到着駅の名前を入力す
れば、複数のルートを自動で検索
し、所要時間と運賃を表示します。
事前に検索しておけば、知らない
場所へ行く時も安心です。

〔Office 2000 Personal モデル〕

乗換案内 時刻表対応版

路線、所要時間、運賃がわかる

〔一太郎モデル〕 〔OASYS モデル〕

欲しい情報を簡単検索

日本全国の地図を収録。目的地を
簡単に探索でき、地図の拡大・縮
小も思いのままに。DVD-ROM搭
載機種には、地図データを一枚に
収めたDVD版を添付しています。

ゼンリン電子地図帳ZⅢ for FUJITSU

日本全国の地図データを収録

スーパー統合辞書2000

広辞苑第五版など5種類の辞書を収録

「OASYS V8」
「ロータス1-2-3 2000」
（ロータス1-2-3 2000、オーガナイザー 2000）

連携でさらに便利

「乗換案内」で検索した駅名をクリックすると、自動
的に「ゼンリン電子地図帳ZⅢ」が起動して、駅周辺
の地図を表示します。

5種類の辞書を収録。重くて厚い辞
書のかわりに、CD-ROMをパソコン
にセットするだけで、スピーディーに手
軽に調べることができます。
収録辞書:
「広辞苑」「新英和・和英中辞典」
「漢字源」「現代用語の基礎知識2000」

本格的な文書作成やデータの集計整理に最適なワープロ＆表計算ソフト

「一太郎10・花子10パック」
（一太郎10 /R.2、花子10 /R.2、三四郎9 /R.2、
Sasuke2.1、Shuriken2.2）

「ロータス1-2-3 2000」
（ロータス1-2-3 2000、オーガナイザー 2000）

※ME5/555Eを除く

※C5/665のみ

※C5/665のみ

使える、役立つ、楽しめる
ソフトウェア満載。
買ったその日から、家族みんなで楽しめるソフトが充実。

実用からゲームまで、できることが多彩に広がります。
※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。

カードゲームから本格3Dゲームまで

ゴルフダイジェストベストセレクション軽井沢72北コース

臨場感あふれる3Dゴルフ

GAMEPACK 2001SS

さまざまなゲームをセットに

「7並べ」や「セブンブリッジ」、
「ページワン」といったカード
ゲームの定番や、「ボウリング」
や「麻雀2」といった多彩なゲー
ムを搭載。簡単操作で気軽に楽
しめます。

リアルな3D画面で迫力あふ
れるプレーが楽しめる本格
派。コースや天候を設定し、
実際のゴルフと同じ臨場感が
味わえます。 柿木将棋ⅢLight

コンピュータとの対局が楽しめる

リアルな釣りが楽しめる

お父さんのための釣り-バス釣り編-FMV

実写を利用したリアルな画面は迫
力満点。画面いっぱいの、臨場感
あふれるバス釣りが楽しめます。

本格的に囲碁で対局
お父さんのための囲碁3FMV

4段階のレベル設定で、初心者から
上級者まで楽しめる囲碁ゲーム。対
局中のデータを保存できるので、い
つでもじっくりゲームを楽しめます。

初心者から上級者までレベルに合わせ
た対局で、指すたびに強くなる学習機能
付き。また、将棋用語集や将棋の戦法、
格言・名言集なども入っています。

遊びながら学習

サンリオアクセサリー

パソコン画面をおもしろく

ぼくもわたしも楽しくパソコンにチャレンジ！

SANRIO TINY PARK VOL.4

「ハローキティのぬりえだいぼう
けん」などのおもしろいゲーム
がたくさん入っています。初めて
パソコンを使うお子様でもすぐ
に楽しめます。

©1976,2000 SANRIO CO.,LTD. 
APPROVAL  NO. T4104061

「ハローキティ」や「けろけろけろっぴ」が壁紙やアイコン、
時計になって、パソコンをにぎわせます。

「Microsoft®Office 2000 Personal（Service Release 1）」
（Microsoft®Word 2000、Excel 2000、Outlook® 2000、Bookshelf®Basic）

※写真はFMV-DESKPOWER M5/857Tです。

学研統合辞書

学研の辞書で手軽に検索
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Microsoft® Windows® Millennium Edition★（＊1）�
Microsoft® Windows® 2000 Professional★（＊1）（＊14）�
一太郎10 /R.2�
OASYS V8★�
Microsoft® Word 2000（＊4）�
ロータス 1-2-3 2000�
Microsoft® Excel 2000（＊4）�
三四郎9 /R.2�
広辞苑 第五版（スーパー統合辞書2000） �
新英和・和英中辞典 （スーパー統合辞書2000）�
漢字源（スーパー統合辞書2000）�
現代用語の基礎知識2000（スーパー統合辞書2000）�
学研統合辞書★�
Microsoft® /Shogakukan Bookshelf® Basic（＊4）�
Microsoft® Outlook® Express★�
Shuriken2.2 �
＠メール★�
Microsoft® Internet Explorer 5.5★�
＠ブラウザTM（WEB便利ツールTM）★�
ひらがなナビィ�
翻訳サーフィン（ホームページ翻訳）V7.0★�
Hatch inside�
コペルニックライト�
インターネット料金表示★�
FMVサービスチャンネル★�
InterPot2�
RealPlayerTM7（＊7）�
Shockwave★�
おしゃべりホームページ®★�
デリポップ�
Microsoft® NetMeeting★�
＠スイッチTM（WEB便利ツールTM）★�
眼の助 Version 2.1 for FUJITSU�
インターネット移行アシスタント★�
@nifty無料体験�
はじめよう!インターネット（@nifty）�
AOL5.0 for Windows® �
ODN サインアップソフトウェア�
DION かんたんインターネット4.0�
＠nifty接続アシスタント�
筆ぐるめ Vｅr.8.0�
＠映像館★�
花子10 /R.2�
はーときゃんばす★�
Panasonic MotionDV STUDIOTM2.0�
Panasonic MotionDV STUDIOTM1.0�
DVDプロモーションディスク「DVD FLASH Vol.2」★�
＠nifty Audio Manager�
Jet-Audio Player�
RealJukeboxTM（＊7）�
てきぱき家計簿マム2Plus/2000�
うれしレシピ★�
SANRIO TINY PARK VOL.4�
サンリオアクセサリー�
ゴルフダイジェストベストセレクション　軽井沢72北コース�
お父さんのための釣り -バス釣り編-FMV�
お父さんのための囲碁3FMV�
GAMEPACK2001SS�
柿木将棋Ⅲ Light�
一太郎10&Lotus 1-2-3 2000の虎の巻★�
Word2000&Excel2000の虎の巻★�
乗換案内 時刻表対応版�
ゼンリン電子地図帳 ZⅢ for FUJITSU （CD版）�
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DragonSpeechTM Partner V4.05★�
音声メモ★�
FUJITSU音声合成★�
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ロータス オーガナイザー 2000 �
Microsoft® Outlook® 2000（＊4）�
Adobe® Acrobat® Reader （＊7）�
WinDVDTM 2000★�
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mAgicTV★�
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＠コントローラ★�
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@メニュー★�
VirusScan for Windows®�
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FMVオンラインユーザー登録★�
ユーザーズガイド★�
Easy CD CreatorTMスタンダード版★�
DirectCDTM★�
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INTACTA. CODE再生プログラム★�
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リカバリCD-ROM★�
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基本OS�
�
ワープロ�
�
�
表計算�
�
�
辞書/辞典�
�
�
�
�
�
Eメール�
�
�
ブラウザ�
�
�
英日翻訳�
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ�
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ検索�
接続料金表示�
リンク集�
コミュニティ�
プラグイン�
�
音声読み上げ�
チャット�
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ会議�
ユーティリティ�
�
�
無料体験�
サインアップ�
�
�
�
接続ツール�
はがき作成�
グラフィック�
�
�
動画編集�
�
DVD体験�
音楽�
�
�
家計簿�
料理�
知育�
アクセサリー�
ゲーム�
�
�
�
�
パソコン学習�
�
運賃・経路探索�
地図�
�
音声�
�
�
個人情報管理�
�
�
�
ビューア�
�
�
テレビ�
�
�
�
�
電話/FAX�
�
携帯電話連携�
�
�
�
�
�
�
ランチャー�
ｳｲﾙｽ検出/駆除�
環境調査ﾂｰﾙ�
�
ユーティリティ�
�
 �
�
 ワンタッチボタン設定★�
�
体験版 �
バックアップ�
�

�

富士通では★印のソフトのみサポートをおこなっております。�
 ＊1：OSのみの再インストールはできません。 ＊8：ME5/655、ME5/657を除く。�
 ＊2：C5/1007、M5/807のWindows® 2000 Professionalモデルを除く。 ＊9：C5/665、C5/80LR、ME5/655、ME5/657を除く。�
 ＊3：C5/1007、M5/807のWindows® 2000 Professionalモデルのみ。 ＊10：C5/665、C5/80LR、ME5/655、ME5/657のみ。�
 ＊4：Service Release 1対応版となります。 ＊11：体験版のためサポートを行っておりません。�
 ＊5：C5/665、C5/80L、ME5/655、ME5/657を除く。 ＊12：K5/80WLT、M5/857Tのみ。�
 ＊6：C5/665、C5/80L、ME5/655、ME5/657のみ。 ＊13：K5/66WL、K5/80WLT、C5/80L、C5/80WLを除く。�
 ＊7：フリーソフトのためサポートは行っておりません。 ＊14：Service Pack1対応版となります。�

ジャンル�
ソフト名称�

機種名� ME5/555E

■ソフトウェア一覧�
●：プレインストール�　▲：バンドル（DVDまたはCD-ROMを添付）��
※一部アプリケーションについてはお使いになる際､添付CD-ROMが必要となる場合があります。�

K 5 / 6 6 W L、K 5 / 8 0 W L T、C 5 / 6 6 5、
C5/80L、C5/80LR、C5/80WL、C5/867、
C 5 / 8 6 W L、C５/ 1 0 0 7、M E 5 / 6 5 5、
ME5/657、M5/807、M5/857T

便利に使える実用ソフト

てきぱき家計簿マム2Plus/2000

毎日の家計をらくらく管理

うれしレシピ

楽しみながらお料理

FM手帳

スケジュールやアドレスをまとめて管理

手帳をパソコンで使うように、スケジュー
ル帳やアドレス帳として利用できます。ま
た、「＠メール」とメールアドレスを連携で
きます。

毎日の収支を項目ごとに分類して管理。デー
タは月次や年次でグラフ化して収支の推移を
確認できるので、楽しく賢く家計簿を使いこな
せます。

お料理のレシピを豊富に紹介。種類や食材、
時間などの条件選択で、ぴったりのお料理
を検索。カロリー計算も簡単で、お料理が
もっと楽しくなります。

利用環境をさらに快適にする多彩なソフト

例題を通してワープロ／表計算ソフトを学ぶ
「Word 2000 & Excel 2000の虎の巻」

「一太郎10 & Lotus 1-2-3 2000の虎の巻」

ユーザ情報を簡単登録
「FMVオンラインユーザー登録」

声を変換して遊ぶ「音声メモ」

パソコンを使いやすく
「ワンタッチボタン設定」

FAX・留守録機能付き電話ソフト
「FAX留守番電話」

INTACTA.CODE※1をスキャナで読み取って
音声・画像データとして再生
「INTACTA.CODE再生プログラム」
※1 2次元バーコードの一種。パソコンで扱う様 な々ファイルをコード化したもの。

体験版/デモソフトを豊富に収録「体験版CD-ROM」

オンラインで各プロバイダと契約

「はじめよう！インターネット（@nifty）」
「AOL5.0 for Windows®」
「ODNオンライン登録ソフトウェア」
「DIONかんたんインターネット」

ハードウェアの異常をチェック「FMV診断」

Windows環境調査ツール 「FM Advisor」

ウイルスの検出と駆除「VirusScan for Windows®」

ポケットベルにメッセージを送信 「ポケットベルダイヤラー」

データ追記に最適なCD-R/RW書き込みソフト「DirectCDTM」

データや環境設定情報をバックアップ「ＦＭかんたんバックアップ」

電子ドキュメントを表示
「Adobe® Acrobat® Reader」

OASYS文書を表示・印刷
「OASYS Viewer」


