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朝イチ、お出かけ前のお手軽メールチェック。
※機種によって、搭載ソフトが一部異なります。P.16の「ソフトウェア一覧」で、ご確認ください。
※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER C7/100WLTです。

ワンタッチボタンではじめよう！

「i-Panel」でメールチェックも完璧！

「i-Point」でメールチェック！

わ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。
また、写真などのオリジナル作品を手
軽に送信したり、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。
メールのやりとりがもっと楽しくなります。
さらに、プライ
バシーを守る
暗号化メール
に対応してい
ます。

らくらく操作のメールソフト

メールボタン

@メール

メールボタンをワン
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。
※C7/100WL、C7/100WLT、
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。また、
Kシリーズには、メール着信
ランプはありません。

新着メールをメール着
信ランプでお知らせワンタッチで自動的にインターネッ

トに接続※1し、「＠メール」を起動※2。
新着メールがあれば受信して、
「i-Panel※3」やメール着信ランプ※4、
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

※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 C7/100WL、C7/100WLT、K7/100WLTのみ。
※4 C7/100WL、C7/100WLT、K7/100WLT、
Windows®2000 Professionalモデルを除く。

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

※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。

インターネットボタン

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。

インターネット５時間無料体験

※無料体験期間は、利用開始時期にかかわらず、2003年7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。
※ADSL、CATVには対応しておりません。

無料体験ボタン

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。使いたいソフトを選択すれば、すぐに起動できるので便利です。また、ソフトの説
明や使い方を表示し、やりたいことからソフトを起動することが可能。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。さらに、ソフトの起動以外にも、サポート情報
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。
①「インターネット」や「Eメール」など、やってみたい項目をクリック。
②選択した項目に関係のあるソフトが一覧表示されます。ソフトだけでなく、説明や使い方も表示します。

メニューソフトで簡単スタート

ワンタッチで「マニュアル＆サポート｣を起動。パソコンの操作や環境設定
など、困ったとき役立つオンラインマニュアルなので大変便利です。また、
項目ごとに調べられるので、手軽に活用できます。

困ったときは「マニュアル＆サポート」で解決

① ②

サポートボタン

メニューボタン

「i-Point」を使えば、手元の表示画面でEメール※1や
AzbyClubがお届けするメールマガジン『AzbyClub
デイリーニュース※2』を読むことができます。パソコン
の操作なしで、メールが読めるので便利です。出勤や登
校など外出前にダウンロードしておけば、外出先で好
きな時間にまとめて読めます。
※1「＠メール」のみ対応しています。
※2 お客様の機種に関する最新情報や、天気予報や占いなどお客様の好みに
合わせた情報を配信するメールマガジンです。ご利用の際はAzbyClubへ
の加入とEメールアドレスの登録が必要です。

ワイヤレス携帯ビューワー「i-Point」（オプション） ※別途、Bluetooth™PCカード（FMV-JW281）が必要になります。

Eメール／最新ニュースを外出先に持ち出してチェック

・キーボードやマウスを使わずに音楽CD／DVDを操作。
・3つのワンタッチボタンでアプリケーションを
簡単起動※1。
・ワイヤレスマウスとしてパソコンを操作。
・「FM手帳」と連携して、住所録データを表示。
・日時を表示。
・スクリーンセーバーを起動。
※1 出荷時は「Microsoft® Internet Explorer」、
※1「＠メール」、「＠メニュー」に設定されています。

その他多彩な機能

最先端のワイヤレス通信技術
BluetoothTMを採用
「i-Point」では、世界中の企業2000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 な々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。

快適操作の
スクロールマウス
スクロールボタンで画面を簡単
にスクロール。Eメールの読み書
きやホームページの閲覧が快適
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。

特定の人からのメールは指定したバックライトとメロ
ディで通知します。大切な人からメールをもらう喜び
が今まで以上に大きくなります。さらに、件名も表示
するので、気になるメールをすぐに読めます。
※バックライトはブルー／パープル／オレンジの3色から選べます。なお、初期設定はブルーです。

●通常のメール受信時

大切な人からのメール着信を素早くキャッチ！

※左記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。 パネルアイ

パネルアイ

アイ ポイント

アイ ポイント

i-Point※1
FMWV-102（オプション）
標準価格
29,800円（税別）
※1 Windows®Meのみサポートしています。

Bluetooth™PCカード
FMV-JW281（オプション）
標準価格
20,000円（税別）

新着メールを「i-Panel」がお知らせ

17型ワイド液晶に多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載。ワ
ンタッチボタンの操作で新着メールの到着とメール件数を確
認、「i-Panel」が光でお知らせします。また、メールの件名を音
声で読み上げるほか、特定の相手にはバックライトの色変更
も可能。メールを受け取るのがさらに楽しくなります。さらに、件
名も表示するので、気になるメールをすぐにチェックできます。
※ワンタッチで操作を行うにはあらかじめ設定が必要です。

C7/100WL C7/100WLT

●特定の人からのメール受信時

●差出人の名前を表示

「i-Panel」は、インターネットの利用時間や料金も表示可
能。目安とする時間や料金を設定すれば、オーバーした
時、光とメッセージで警告。インターネットの使い過ぎ防
止に役立ちます。
※「@料金表示」であらかじめお客様のご利用環境の設定が必要です。
※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がひと目でわかる
●プロバイダーの利用時間を表示

●スクロールして残りを表示

『AzbyClubデイリーニュース※1』に登録すれば、お出か
け前に天気予報や最新のニュースを確認できます。
※1 お客様の機種に関する最新情報や、天気予報、占いなどお客様の好みに合わ
せた情報を配信するメールマガジンです。ご利用の際はAzbyClubへの加入と
Eメールアドレスの登録が必要です。

お出かけ前に天気予報、ニュースをチェック！
●天気予報を表示

●スクロールして残りを表示

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

K7/100WLT

受け取ったメールを音声で読み上げる機能を使えば､
ゆっくり画面を見ていることができないときでも､メール
の内容を知ることができるので便利です。

着信メールを音声で読み上げ！

●件名を表示

※画面はハメコミ合成です。
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創る、見る、つながる！インターネットはデスクパワーでもっと楽しくなる。
※機種によって、搭載ソフトが一部異なります。P.16の「ソフトウェア一覧」で、ご確認ください。
※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER C7/100WLTです。

つくる

より見やすく FMVユーザーズクラブAzbyClub（アズビィクラブ）

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楽しむ
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、英語の勉強もできます。

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。

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
翻訳サーフィン（ホームページ翻訳）Ｖ7.0

眼の助（がんのすけ）

ひらがなナビィ

知りたい情報を賢く検索

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。

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、すぐアクセスできます。

番号入力だけでホームページへ

コペルニックライト

Hatch inside

インターネットの設定を、お持ちのパソコンから簡単に移行できます。
複雑な設定をやりなおす必要がないので便利です。

インターネット環境の移行が簡単

インターネット移行アシスタント

※1 AVシリーズでは、別途マイク
をご用意ください。

※2 デジタルビデオカメラは
IEEE1394（DV）端子を装備し
ている必要があります。

※3 ご使用の回線状況によっ
て、送受信できる画像のコ
マ数が変動します。

※ 相手側にもソフトが必要です。

相手の顔を見ながら通話もできるインターネット電話
Panasonic DV@Talk ※Windows®2000 Professionalモデルを除く

〈自分の顔〉 〈相手の顔〉

パソコン同士でインターネット電話
インターネットにつながっているパソコン同士で、音声での通話※1ができます。
また、文字でのチャットも同時にできるので便利です。

デジタルビデオカメラとつないでテレビ電話
お持ちのデジタルビデオカメラをパソコンと接続※2すると、テレビ電話
としてご利用になれます※3。相手の顔を見ながら会話を楽しむことがで
きるので、電話の楽しさがさらに広がります。

デジタルカメラの写真も送受信
デジタルカメラで撮った画像を自分の顔として、相手に送信することがで
きます。ビジュアルと音声の両方で楽しくコミュニケーションができます。

FMVユーザーのためのお役立ち情報がいっぱい！
ユーザー登録をして、“AzbyClub”会員になろう！！

AzbyClubとは、FMVデスクパワー、FMVビブロシリーズ（オールインワン）をご購入いただいたパーソナルユーザー向けの会員組織です。
ユーザー登録していただくだけで、AzbyClubに入会費／年会費無料で入会でき、お客様に役立つさまざまなサービスを提供します。

会員だけのプレミア情報満載

AzbyClubホームページ

特典たっぷり会員専用クレジットカード

AzbyClubカード

操作に困った時の技術相談窓口

Azbyテクニカルセンター

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。

お客様のお持ちのパソコンの最新情報を
表示。メニュー画面はお客様のお好みに
合わせて設定できます。

お客様専用のカレンダー、アドレス帳、ブッ
クマーク、ファイルなどをAzbyClubホーム
ページで利用でき、複数のパソコンで情報
が共有できます。

FMVユーザーによる、コラムやコンテストを随
時募集中。チャットや掲示板も計画中です。

ニュース／天気予報／生活指数／CD・ビデオ
のランキングなど、生活に役立つ情報が満載。

お客様のユーザー登録番号を刻印した、AzbyClub会員専用のクレジットカード
です。入会費／年会費は永年無料で、「Azbyテクニカルセンター」の有料サポート
が割引きになるなどの特典たっぷりです。

お客様のパソコン情報をわかりやすく一覧表
示するサービス（6月提供予定）。

パソコンについての悩みを解決するQ&A事
例集。機種別、カテゴリ別、アクセス順、自然
文検索などで、知りたい情報を簡単に検索
できます。

お持ちの機種の最新ドライバやマニュアル
がダウンロードできます。

プレインストールソフトをパワーアップする、オ
プションソフトのダウンロード販売など。

●電話でサポート！
電話による技術相談窓口です。

※お問合せ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。
※従来からのユーザー様は、過去のお問合せ件数・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。ただし、追加で新規に
FMVをご購入の場合は、１台10件まで無料で追加させていただきます。
※支払いに関しましては、クレジットカードのみのご利用となります。また、AzbyClubカードをご利用いただきますと、割引になりますの
で、この機会にぜひ、AzbyClubカードのご入会をお勧めいたします。（入会費／年会費は無料です）

●Ｅメールでサポート！
24時間受付OKの技術相談です。専用の受付フォームで操作に関するご相
談を送信すると、直接お客様にＥメールで回答を返信いたします。AzbyClub
ホームページ内、「Azbyテクニカルセンター」よりご利用いただけます。

FMVシリーズの最新情報Ｅメールサービス

AzbyClubメールサービス

17型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。ボタン
や文字が大きく、操作が簡単で快適なベーシックスタイルも用意しています。

〈ベーシックスタイル〉〈17型ワイド画面対応のワイドスタイル〉

お気に入りのページを同時にチェック

ワンクリックで高速表示に設定変更

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、ワンクリックで文字だけのすばやい表示に切り替えら
れます。また、セキュリティやプロキシの設定変更も簡単です。

@ブラウザ（WEB便利ツール）

@スイッチ（WEB便利ツール）

しゃべった言葉をそのまま入力

音声入力に最適なヘッド
ウォーンマイクを標準添付。

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。

DragonSpeechTM Partner

KシリーズCシリーズ Mシリーズ

※AVシリーズを除く。

※左記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

接続料金・時間がすぐわかる

インターネットで使った電話代やプロバイダー料金を
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。

@料金表示

ホームページの漢字をひらがなに変換

ホームページを
音声で読み上げ
おしゃべりホームページ®

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

あなただけのトップページ

マイボックス
Q＆A navi

ダウンロードサービス

ソフトウェア購入 ［有料］

ユーザーコミュニティ

PCカルテ

入会費
年会費
無料

FMVシリーズに関する技術相談 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）

お問合せ
10件目まで

お問合せ
11件目より有料

無料

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）

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）

お問合せ

1件目より有料

●「AzbyClub通信」
AzbyClub会員のみなさまへ、お得なキャンペーン情報や楽しいイベント情報
など、Eメールで定期的に情報をお届けするサービスです。
●最新ドライバ情報メール
お客様が登録された機種に応じて、カスタマイズした最新のドライバ更新情報を
お届けします。

より使いやすく

ホームページ作成が簡単、楽しい

ステップにそって背景の選択やタイ
トルの入力などが簡単にできます。
あらかじめ用意された素材を使って、
グラフィカルにデザインできるので、
ホームページ作成が楽しくなります。
※@nifty会員専用のソフトです。

Start! @homepage

※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。また、画面は開発中のものです。

●サポート情報から役立つ生活情報まで情報満載

その他にも、楽しいコンテンツが続々登場予定！ご期待ください。

生活情報



録音する
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大好きな曲を集めて、マイベストアルバム完成。

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。自分だけの
ベストアルバムとして楽
しめます。曲名なども手
軽に入力でき、データ管
理も簡単です。

操作する

取り込む

聴く
タイムドメインスピーカー™

音楽情報を正確に再生するために、卵型の
構造を採用。これにより、ユニットの性能を最
大限に引き出し、同時にユニット以外の振動
を極限まで排除し
ています。そのため、
臨場感あふれるサ
ウンドを楽しめます。

リモコン※1やワンタッチボタンで
CD操作も簡単
リモコンやキーボードのワンタッチ
ボタンに音楽CD操作ボタンと音量
調節ボタンを装備。音楽CDをワン
タッチで手軽に楽しめます。
※1リモコンは、C7/1007T、C7/100WLT、M7/1207T、
K7/100WLT、AV7/765Tに添付されています。

CD/DVD操作ボタン� 音量調節ボタン�

Mシリーズ

フォスター電機社製スピーカー

小口径のスピーカーと下部の「エアーコ
ンプレッションポート」の組み合わせによ
り、充実の広音域再生を提供します。

AVシリーズ

チタン製ドームスピーカー

チタン振動板を使用した松下電器産業社
製「トランソニックスピーカー」の採用によ
り、伸びやかでキレ
のある高音再生と、
サイズを超えた迫
力のある重低音再
生を両立しました。
音楽鑑賞をさらに
楽しくします。

MDに録音する

パソコンに取り込ん
だ曲を「Drag'n Drop
CD」で、簡単にCD-
RW（CD-R）にデジ
タル録音できます。

※ 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「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/index_sinfo.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族で楽しむ目的でのみご利用ください。

インターネットの音楽を楽しむ

光デジタルオーディオ出力端子※1にMDレコー
ダー※2をつないで、「MP3 Jet-Audio」で編集
したアルバムを録音。デジタルならではのハイ
クオリティサウンドが楽しめます。
※1 Mシリーズはコネクタの形状が角
形、残りのシリーズは丸形（光ミニ
ジャック）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。

編集する

DIGITAL MUSIC
※機種によって、搭載ソフトが一部異なります。P.16の「ソフトウェア一覧」で、ご確認ください。
※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER CE7/85L、ポータブルMDレコーダーは、パナソニック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ご相談センターフリーダイヤル 0120-878-365（9：00～20：00）

※上記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

@n i f t yの音楽総合専門サイト
「Music@nifty」内にある音楽配信
サイト。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。

Digital Music Store @nifty Audio Manager

インターネットからとりこむ

「Digital Music Store」などの音楽配信
サイト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。
※一部の曲についてご利用いただけない場合があります。

編集する

C7/100WL C7/100WLT

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

MP3 Jet-Audio

MP3 Jet-Audio

MP3で保存

「MP3 Jet-Audio」なら
形式で保存できます。Wave
形式では約5分の曲を約
50MBで保存するのが、MP3
形式ではWave形式の約10
分の1の5MBで保存できる
のでハードディスクを効率的
に使用できます。

MP3

音楽CDから好きな曲
を取り込んで（Wave
形式、MP3形式、RA
形式）、編集スタート。
「MP3 Jet-Audio」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。

音楽CDからとりこむ

オリジナルCDをつくる
Drag'n Drop CD

トランソニック
スピーカー

④情報閲覧

①情報登録　
指示

③登録通知

②情報掲載

9 ※画面はハメコミ合成です。

MOBILE PHONE

つながる

編集する

着信メロディの作成／編集

「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-CBL11S）が必要です。

iモードのメールをパソコンで管理

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-CBL11S）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-CBL11S）が必要です。

電話帳データの編集／バックアップ

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
データの共有もできます。
※携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）が必要です。

メールリンク

キーボードリンク

メモリダイヤルリンク

メロディリンク

外出中でもスケジュール帳を、iモードでチェック

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。

＠コントローラ FM手帳 ＠FTP

送る

携帯電話用の掲示板

携帯電話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。また、メール友達探しにも最
適です。
※@niftyが提供する@nifty会員用のサービスです。
※iモード・EZweb・J-スカイに対応しています。

携帯電話へメッセージを送信

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
セージでお知らせします。

めるぼ

＠メール

外出先でも、自宅でも。デスクパワーなら携帯電話とつながる。
※上記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

つくる
iモードの待ち受け画面を作成

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-CBL11S）が必要です。

＠映像館 キャラクタリンク ＠FTP

編集した画像をホームページに登録

「＠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。
※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。

iモード用のホームページ作成

＠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。

＠映像館 ＠FTP

サクサクiちゃん サクサクかきあげ君

パソコンで携帯電話に文字入力

※写真の携帯電話は、NTTドコモのF503i（別売）です。
※動作確認済の携帯電話／PHSの機種については、P.24の「携帯電話／PHS動作確認機種一覧」でご確認ください。

※無償サポート期間は、初回お問
い合わせ時から、6ヶ月間です。


