
場所を取らないコンパクトな設計
マイクロタワーモデルに比べて設置面積約1/2、体積約
1/3のコンパクトな本体です。また、PCIスロットの空きを
2つ※1確保しており、省スペースながらも拡張性も備え
ています。
※1 C6/86WLT、C6/937、C6/93WL、C5/1007は空きが1つです。

ドルビーデジタル音声を最適な環境で楽しめる

光デジタルオーディオ出力端子を使えば迫力の音を5.1チャ
ンネル※1で味わえます。標準添付のスピーカーやお持ちのヘッ
ドフォンでもドルビーデジタルを擬似的に体験できます。
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フロントアクセスが可能な
デュアルフラップデザイン™
ツートーンカラーのスタイリッシュデザイン。さらに、使い
やすさを配慮して、PCカードスロットやIEEE1394端子
などを本体前面に装備した「デュアルフラップデザイ
ン™」を採用。スマートなフォルムがあなたの部屋に
すっきりと調和します。

※本機からのデジタル出力は、サンプリング周波数48KHzのみです。48KHzに
対応したオーディオ機器でご利用ください。また、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。

（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ドルビーデジタル5.1チャンネル対応のアンプとスピーカーが必要です。
※ C5/1007の場合、ドルビーヘッドフォンのみ対応しています。また、Kシリー
ズでドルビーデジタル5.1チャンネルを利用する場合は、添付されているド
ライバをインストールする必要があります。

※デジタルビデオカメラがDV端子を装備している必要があります。

デジタルカメラとの連携も手軽なPCカードスロット
スマートメディアやコンパクトフラッシュなどに対応した
PCカードアダプターと連携して、デジタルカメラの写真
データなどを、より手軽に活用できます。

MD連携が楽しめる光デジタルオーディオ出力端子
音楽データをデジタルのまま出力できる光デジタル
オーディオ出力端子（丸形）を装備。音楽CDの曲をMD
プレーヤー（録音機能付）に出力できます。

デジタルビデオ編集が楽しいIEEE1394（DV）端子
デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジタルのま
ま取り込めるIEEE1394（DV）端子を装備。

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。）

CD-RW/DVD-ROM
（またはCD-R/RW）ドライブ

PCカードスロット

IEEE1394（DV）端子

メール着信ランプ
マイク端子

USBコネクタ

フロッピィディスクドライブ

ヘッドフォン／光デジタル
オーディオ出力端子（丸形）

オリジナルCDを作れるCD-R/RWドライブ

最大32倍速の読み込み、最大8倍速の書き込みや最大4
倍速の書き換えが可能なCD-R/RWドライブを搭載。

17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイ 17型フルフラットCRT（アパーチャグリル）

・高解像度表示（1,280×1,024ドット）が可能な大画面17型CRT。
・平面ブラウン管採用により、自然で歪みの少ない画像を実現。
・アパーチャグリル（AG）ピッチ0.25mm。高精細な画面
表示を実現。

15型デジタルTFT液晶ディスプレイ

・16：9のワイド表示が可能な17型ワイドディスプレイ。
迫力の大画面でDVDの動画映像を表示します※1。
・映画などをよりきれいに表示する「ビデオモード」、「シ
ネマモード」に対応。また、DVDの動画映像やワープロ、
メールソフトなどの静止画像のそれぞれに適した画質
に自動で切り替える「おまかせモード※2」を用意。
・MVAパネル採用により、上下左右160度の超広視野
角とハイコントラスト（400:1）。
・本体とマッチしたツートーンカラーを採用。また、接続
ケーブルが一本なので、シンプルに接続できます。
・小型ユニットでありながら、幅広い音域を再現できる高
音質ステレオスピーカーを液晶の台座部分に内蔵。

本物の音を鑑賞できるタイムドメインスピーカー

スピーカーユニットの性能を最大限に引き出し、ユ
ニット以外の振動を極限までカットするために卵型
構造を採用。音楽情報を正確に再生できます。

手軽にネットワーク接続できるＬＡＮカード

100BASE-TX/10BASE-T対応のＬＡＮカードを搭載。
そのため、ケーブルテレビやADSL経由でインターネット
に接続可能です。

どこにでも置ける自由度の高い設計
パソコン本体は、縦にも横にも置けるレイアウトフリー。本
体の上にモニタを置いたり、本体を机の下に設置したり、
さまざまな置き方ができるように設計されています。

映画鑑賞もオリジナルCD作成もできる
CD-RW/DVD-ROMドライブ

DVD-ROM最大4.8倍速の読み込み、CD-R/RW最大4
倍速の書き込みや書き換えが可能なCD-RW/DVD-
ROMドライブを搭載しています。

※1 17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイのみ。
※2 独自の技術により、動画と静止画を認識し、あらかじめガンマ、色合い、色の

濃さを設定した画像に切り替えるモード。

※写真は17型ワイドデジタルTFT
液晶ディスプレイです。

C6/86Lを除く

最長約60時間※1の録画ができるテレビ機能

テレビ番組の表示や、ハードディスクへのデジタル録画が可能。タ
イムシフト機能やデータ放送の受信など、便利な機能も満載です。
※1「mAgicTV」で出荷時の空き容量に長時間モードで録画する場合。
HDDを他の用途で使用された場合や標準/高画質モードで録画した場
合、録画時間は短くなります。また、連続で録画できる時間は最長3時間
です。ただし、C6/86WLTは最長録画時間が約40時間となります。

リモコンでテレビやDVD、音楽CDを操作

離れた場所から操作ができるリモコンを添付。テ
レビ、DVD、音楽CDの操作を手軽に楽しめます。
※稼働範囲は距離：約3m、角度：上下約25度、左右約55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。

※機種により機能が異なります。
Ｐ.25～26の「ラインアップ」でご確認ください。
※機種により装備しているインターフェースやスロットは異なります。
Ｐ.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。

Compact

※写真はFMV-DESKPOWER C6/86WLTです。

高性能を凝縮したコンパクトな
スタイリッシュボディ。

CD-RW/DVD-ROMドライブ※1など、
多彩なAV連携機能を装備。
また、テレビ※2やDVD※1を迫力の17型ワイド
液晶ディスプレイ※3などで楽しめます。

迫力の大画面、選べるモニタ＆通信機能

自在にAV連携、スタイリッシュ＆高性能

省スペース＆レイアウト自由

Kシリーズ CシリーズK6/86WLT C6/86WLT

K6/86WLT C6/86WLT

C6/937 C5/1007

C6/86L

Cシリーズ

C6/86WL C6/86WLT C6/93WL

C6/86L C6/86LB

C6/937 C5/1007

C6/937 C6/93WL C5/1007

※1 C6/86Lを除く。※2 C6/86WLTのみ。
※3 C6/86WL、C6/86WLT、C6/93WLのみ。

C6/86Lを除く



らくらくネットサーフィン、スクロール機能付マウス
スクロールボタンで簡単に画面

をスクロールできるため、ホーム

ページの閲覧などに便利です。
※アプリケーションにより、対応していない場合
があります。
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17型フルフラットCRT（アパーチャグリル）

・高解像度表示（1,280×1,024ドット）が可能な大

画面１７型CRT。

・平面ブラウン管採用により、自

然で歪みの少ない画像を実現。

・アパーチャグリル（AG）ピッチ

0.25mm。高精細な画面表

示を実現。

15型TFT液晶ディスプレイ

・MVAパネル採用により、上下左右160度の超広

視野角とハイコントラスト（400:1）。

・小型ユニットでありながら、幅広い音域を再現できる高

音質ステレオスピーカーを液晶の台座部分に内蔵。

・拡張機器などを接続できるUSBハブ（2ポート）内蔵。

・本体とマッチしたツートーンカ

ラーを採用。

・17型CRT相当の大画面を

誇る15型液晶パネル採用。

グラフィックが美しい
高速アクセラレータと大容量VRAM

高速アクセラレータ「ATI社製RAGE™128PRO

4XL」と大容量16MB VRAMによるグラフィック

機能を搭載。表現力豊かなグラフィックを存分に

楽しめます。

用途に合わせてパワーアップできる拡張性
前面からのアクセスが可能な増設用5インチ「フ

ロントアクセスベイ」を装備。大容量データの持

ち運びに最適な内蔵MOドライブ（オプション）な

どを増設できます。また、HDD増設用3.5インチ

内蔵ベイも装備し、将来の大容量化にも対応。さ

らに、PCIスロットも装備しております。

環境にやさしい省電力機能
国際エネルギースタープログラム規格をクリアした

高度な省電力管理機能に対応。「ACPI S3」によ

り効率的な節電が可能です。
※ME5/555Eは「ACPI S1」のみ対応しており、国際エネル
ギースタープログラム規格はクリアしておりません。

快適なインターネット環境とAV連携を実現するハイスペック

高速な3D描画が可能な高性能プロセッサ
高性能なフルスピードキャッシュを内蔵した「エ

ンハンスト３DNow!™テクノロジAMD Athlon™

プロセッサ」（Ｍシリーズ）、または、「エンハン

スト3ＤNow!™テクノロジAMD Duron™プロ

セッサ」（ＭE6/755、ME6/757、ME6/75L）などを

採用しており、高速な３Ｄ描画が可能。高速処理

により快適な利用環境を実現します。

高速処理で快適！大容量128MBメモリ※1

複数のアプリケーションを同時に起動しても、快

適な処理環境を実現します。ホームページを閲

覧しながらメールを読み書きするなど、パソコン

の使い方の幅が広がります。
※1 ME5/555Eは64MBです。

画像データもらくらく保存大容量HDD
60GBまたは40GB、20GBの大容量HDDを標準

搭載。画像や音楽データなどの保存や多彩なソ

フトのインストールが可能です。

アプリケーションボタン

音量調節ボタン スタンバイボタン

スクリーンセーバーボタンCD/DVD操作ボタン

簡単アクセス、ワンタッチボタン付キーボード
Ｅメールやインターネットをワンタッチで利用でき

るアプリケーションボタン※1や音楽ＣＤを手軽に楽

しめるＣＤ/DVD操作ボタンなどを装備。
※1 簡単な設定変更で、お好きなアプリケーションを起動できます。

※左の写真は、FMV-DESKPOWER M6/1007Tです。
右の写真は、FMV-DESKPOWER ME6/75Lです。

Microtower

映画鑑賞もオリジナルCD作成もできる
CD-RW/DVD-ROMドライブ

DVD-ROM最大4.8倍速の読み込み、CD-R/RW最大

4倍速の書き込みや書き換えが可能なCD-RW/DVD-

ROMドライブを搭載。

最長約60時間※1の録画ができるテレビ機能

テレビ番組の表示や、ハードディスクへのデジタ

ル録画が可能。タイムシフト機能やデータ放送の

受信など、便利な機能も満載です。
※1 「mAgicTV」で出荷時の空き容量に長時間モードで録画する場合。HDD

を他の用途で使用された場合や標準/高画質モードで録画した場合、録画
時間は短くなります。また、連続で録画できる時間は最長3時間です。

リモコンでテレビやDVD、音楽CDを操作

離れた場所から操作ができるリモコンを添

付。テレビ、DVD、音楽CDの操作を手軽に

楽しめます。
※稼働範囲は距離：約3m、角度：上下約25度、左右約55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。

フロントアクセスデザイン

ＡＶ連携端子類を前面に装備し、使い勝手を向上さ

せたフロントアクセスデザイン。

デジタルビデオカメラなどとの

接続が、いっそう簡単に行えま

す。また、クールシルバー色とブ

ルーメタリック色のツートーンカ

ラーにより、さらにスタイリッシュ

なデザインになっています。

可能性が広がる充実のAV連携機能

フロントアクセスベイ

光デジタルオーディオ出力端子（角形）

USBコネクタ

IEEE1394（DV）端子

PCカードスロット

クールシルバーとブルーメタリック※1の高級感　
フロントアクセスデザイン※2でAV連携機能が
高性能と優れた拡張性が魅力のハイコストパ　

優れた拡張性とハイコストパフォーマンス
マイクロタワーモデル（MEシリーズ/Mシリーズ）

CD-R/RWドライブでオリジナルCD

最大32倍速の読み込み、最大8倍速の書き込み

や最大4倍速の書き換えが可能なCD-R/RWドラ

イブを搭載。

Mシリーズ

ME6/757

ME6/75L

Mシリーズ

M6/1007T

M6/1007T

Mシリーズ

MEシリーズ ME5/555Eを除く

ME6/757 ME6/75L Mシリーズ

※1 ME5/555Eはクールグレー。
※2 ME5/555E、ME6/755を除く。

※機種により機能が異なります。
Ｐ.25～26の「ラインアップ」でご確認ください。

※機種により装備しているインターフェースやスロットは異なります。
Ｐ.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。

※画面はハメコミ合成です。
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コストパフォーマンスに優れた6モデル

※写真はFMV-DESKPOWER ME5/555Eです。

インターネット＆Eメールに最適な
ハイコストパフォーマンスモデル

インターネット&Eメールを中心に利用する方に最

適なスペックのモデルです。インターネットに限ら

ず、はがき作成ソフトや路線検索ソフト、画像編集

ソフトなどデスクパワーならではの便利なソフトが

満載のハイコストパフォーマンスモデルです。

「Office 2000 Personal」、CD-R/RWを
搭載したスタンダードモデル

AMD Duron™の搭載により、高速処理を実現。

また、CD-R/RWドライブを搭載しているため、オ

リジナルCDの作成ができます。多彩な実用ソフ

トに加え、「Microsoft® Office 2000 Personal」

を搭載したスタンダードモデルです。

15型TFT液晶ディスプレイセットの
スタンダード上位モデル

「エンハンスト3DNow!™テクノロジ750MHz

AMD Duron™プロセッサ」やCD-R/RWを搭

載。また、ME6/757と同様、充実のAV連携

機能を装備しています。さらに、スピーカーや

USBハブを内蔵の15型TFT液晶ディスプレイ

をセットしたスタンダード上位モデルです。

17型フルフラットCRTセットのAV連携機能
充実のスタンダード上位モデル

CD-R/RWやIEEE1394（DV）端子、PCカード

スロット、光デジタルオーディオ出力端子（角

形）を装備。見やすく高精細な大画面の17型

フルフラットCRTをセットしたスタンダード上

位モデルです。

AMD Athlon™やCD-RW/DVD-ROM
ドライブ搭載のハイスペックモデル

AMD Athlon™やCD-RW/DVD-ROMドライブを搭

載。さらに、タイムドメインスピーカーや17型フルフ

ラットCRTを添付するなど、音質や画質にもこだ

わっています。また、ME6/757と同様の多彩なAV連

携機能を装備し、本体側面にブルーメタリック色を

使用したスタイリッシュなハイスペックモデルです。

テレビチューナーを内蔵した
最上位モデル

動作周波数が1GHzの高速CPU「エンハンスト

3DNow!™テクノロジ 1GHz AMD Ath lon™

プロセッサ」の搭載により、快適な利用環境

を提供。また、録画再生機能を持ったテレビ

チューナーを内蔵しています。さらに、M6/907と

同様の多彩なAV連携機能を装備したハイエンド

モデルです。

メールチェックが素早く簡単になるメール着信ランプ

新着メールの受信を、ランプの点滅

でお知らせします。
※メールソフトの設定が必要となります。また、Windows®2000
Professionalモデルではご利用になれません。

本物の音を鑑賞できる
タイムドメインスピーカー

スピーカーユニットの性能を最大限に

引き出し、ユニット以外の振動を極限

までカットするために卵型構造を採

用。音楽情報を正確に再生できます。

デジタルビデオ編集が楽しいIEEE1394（DV）端子

デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジタルのま

ま取り込めるIEEE1394（DV）端子を装備。添付の

動画編集ソフトで、ビデオ編集が手軽に楽しめます。
※デジタルビデオカメラがDV端子を装備している必要があります。

デジタルカメラとの連携も手軽なPCカードスロット

PCカードスロットを本体前面に標準装備。スマー

トメディアやコンパクトフラッシュなどに対応した

PCカードアダプターと連携して、デジタルカメラな

どの写真をより手軽に活用できます。

MD連携が楽しめる光デジタルオーディオ出力端子

音楽データをデジタルのまま出力できる光デジタル

オーディオ出力端子（角形）を装備。好きな曲を集めて、

MDプレーヤー（録音機能付）などに出力できます。
※ 本機からのデジタル出力は、サンプリング周波数48KHzのみです。48KHz
に対応したオーディオ機器でご利用ください。また、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。

（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。

メール着信ランプ

　あふれるスタイリッシュなデザイン。
充実。

　フォーマンスモデル。

Mシリーズ

MEシリーズ MシリーズME5/555Eを除く

ME6/757 ME6/75L Mシリーズ

ME6/757 ME6/75L Mシリーズ

ME6/757 ME6/75L Mシリーズ

ドルビーデジタル音声を最適な環境で楽しめる

光デジタルオーディオ出力端子を使えば5.1チャン

ネル※1を、また、標準添付のタイムドメインスピーカー

でバーチャルドルビーデジタルを存分に味わえます。
※1ドルビーデジタル5.1チャンネル対応のアンプとスピーカーが必要です。

Mシリーズ

M6/1007T

M6/907

ME6/75L

ME5/555E

ME6/755

ME6/757
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AV

※写真はFMV-DESKPOWER AV6/705です。

シンプルを究めたCRT一体型
AVモデル（AVシリーズ）

簡単に使えるパソコンを実現したCRT
一体モデル。充実のAV連携機能を備え
たスタイリッシュなデザインの一台です。
AVステーションとしてあなたの部屋に
フィットします。

あなたの部屋にフィットする
スタイリッシュデザイン

快適なAV連携を実現するハイスペック インターネット閲覧をサポートする優れた操作性

省スペースでセッティング簡単
シンプルさを究めたCRT一体型

快適な利用環境を実現する高速CPU
動作周波数が700MHzの高速CPU「Intel®Celeron™

プロセッサ-700MHz」を搭載。3Dコンテンツやサウンド
をスムースかつ自然に再現します。

画像データもらくらく保存、大容量HDD
30GBの大容量HDDを標準搭載。画像や音楽データ
などの保存や多彩なソフトのインストールが可能です。
また、UltraDMA/66対応により、高速データ転送を実
現します。

光でお知らせ、メール着信ランプ
新着メールの受信を、ランプの点滅でお知らせ。毎日の
メールチェックが簡単です。
※メールソフトの設定が必要となります。

パソコン本体とCRTディスプレイ、スピーカーを一体
化しているため、従来のパソコン本体を置いていた
スペースが不要。どこにでも設置でき、移動も簡単で
す。セットアップも本体にキーボードとマウスをつなぎ､
電源コード１本とモデムを接続するだけのシンプル配線。
ゆとりのある空間を演出します。

映り込みが少なく見やすい
15型フルフラットCRT

ディスプレイには15型フルフラットの「FDトリニトロン®」CRT
を採用。管面が平面になったことで、従来のCRTと比べ、
外光や照明の映りこみが減少し、見やすい画面を実現し
ています。また、表面のARコーティング加工により、反射
を抑えているため、画面表示色が鮮明になり、くっきりとし
た画像をお楽しみいただけます。さらに、アパーチャグリル
ピッチ（AG）ピッチが0.24～0.25mmと従来のCRTより
も細かいため、高精細で見やすい表示画面です。

IEEE1394に対応したデジタルビデオカメラや外付け
のハードディスクなどの複数の周辺機器と接続でき
るIEEE1394（DV）端子を2ポート装備しています。ま
た、プリンタ、ISDNターミナルアダプタ、スキャナなど
の周辺機器との接続が可能なUSB端子も4ポート装
備しています。

環境にやさしい省電力機能
国際エネルギースタープログラム規格をクリ
アした高度な省電力管理機能に対応。「ACPI
S3」により効率的な節電が可能です。

高級感あふれるクールシルバー色を基調にした、ＡＶ
機器との調和性の高いデザイン。スピーカー部分は
ブルーメタリックを取り入れた、ツートーンカラーのス
マートスタイルです。前面にはCD-R/RWドライブや、
デジタルカメラとの連携を手軽にするPCカードス
ロット、さらに、デジタルビデオカメラとの連携を実現
するIEEE1394（DV）端子を装備。プリンタなどを接続
できるUSB端子も装備しています。インターネットは
もちろん､ＡＶ連携も自由自在です。

従来品� 平面ブラウン管�

USBコネクタ CD-R/RWドライブ PCカードスロット IEEE1394（DV）端子

画面の湾曲によるゆがみも解消。より自然な表示が可能。

快適ネットサーフィン、スクロール機能付マウス
スクロールボタンが付いており、簡単に画面をスクロール
させてホームページを閲覧することができます。
※アプリケーションにより、対応していない場合があります。

手元ひろびろ、コンパクトキーボード
従来よりも70mm幅を短縮したコンパクトサイズのキーボー
ドを使用。さらに、Eメールやインターネットをワンタッチで利
用できるアプリケーションボタン※1などを装備。これにより、手
元でCDなどの操作ができるので、たいへん便利です。
※1 簡単な設定変更で、お好きなアプリケーションを起動できます。

さまざまな周辺機器との接続が便利

※機種により装備しているインターフェースやスロットは異なります。
Ｐ.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。

※画面はハメコミ合成です。


