
大事なメールを素早くチェック、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。
※C7/100WL、C7/100WLTでは、ご利用になれません。

17型ワイドデジタルTFT液晶に
便利な多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載

テレビやDVDを鑑賞中でも、自動的に新着メールを光
でお知らせ※1します。差出人によって光る色を変えるこ
とができるので、友人、同僚など区別して表示が可能で
す。さらに、音楽CD再生時には、トラックナンバーや再
生時間を表示するので便利です。
※1 新着メールを自動で確認するには、あらかじめ設定を行う必要があります。

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。
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※1 C7/100WL、C7/100WLTのみ。
※2 C7/1007T、C7/100WLTのみ。
※ 左の写真は、FMV-DESKPOWER C7/100WLTです。
右の写真は、FMV-DESKPOWER CE7/85Lです。

コンパクトモデルが装備する快適機能

迫力の大画面、選べるディスプレイ

※機種により機能や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。
※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。

※画面はハメコミ合成です。

Compact
高性能をコンパクトボディに凝縮
「i-Panel」を搭載した大画面の17型ワイド液　晶※1などで
テレビ※2やDVDを楽しめるCシリーズ。
多彩なAV連携が可能なハイコストパフォーマ ンスのCEシリーズ。
どちらも場所をとらないコンパクトボディ＆ス タイリッシュデザイン。

どこにでも置ける自由度の高い設計
パソコン本体は、どこにでも置けるレイアウトフリー※1。
モニターの横側や、裏側に置いたり、さまざまな置き方
ができるように設計されています。
※1 横置きはできませんので、フット（縦置き用設置台）をつけて縦置きでご利
用ください。

快適、自由な操作性
ワイヤレスキーボード・ワイヤレスマウス

RF（無線）方式のワイヤレスキーボード、マウスを採用。
ケーブルがないため、すっきりとした利用環境を実現し
ます。
※稼働範囲は距離：約1m、角度：上下約20度、左右約45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。

C7/100WL C7/100WLT

スタイリッシュデザイン
ツートンカラーのスタイリッシュデザイン。さらに、ＡＶ
機器との快適な連携を実現するフロントアクセスデザ
インを採用。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（丸形）を本体前面に
装備しました。多彩なAV連携を手軽に楽しめるように、
使い勝手を考えた1台です。

省スペースでレイアウトフリーな本体
パソコン本体は、縦にも横にも置けるレイアウトフリー。
モニタの裏側に置いたり、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。また、マ
イクロタワーモデルに比べて設置面積1/2以下、体積
約1/3の省スペース化を実現しながらも、PCIスロットの
空きを2つ確保。充実の機能に加え拡張性も備えてい
ます。

C7/100WLC7/100L C7/100WLT

手元ひろびろコンパクトキーボード
（ワイヤレスキーボードを含む）

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。

らくらくネットサーフィン、スクロール機能付マウス
（ワイヤレスマウスを含む）

マウス先端部にスクロールボタンを装備。簡単操作
で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。

リアルな映像、サウンドを実現する高速CPU
Cシリーズは､高速CPU「Intel® Pentium®IIIプロセッサ」、
CEシリーズは、「エンハンスト3DNow!™テクノロジAMD
Duron™プロセッサ」を搭載。3Dコンテンツやサウンドを
スムーズかつ自然に再現します。

高速処理で快適！大容量128MBメモリ
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。

画像データもらくらく保存、大容量HDD
60GBまたは40GBの大容量HDDを標準搭載。画像・
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、いっそう
の高速データ転送を実現します。

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。

インターネット、AV連携の楽しさ広げるインターフェース

離れたところかららくらく操作、リモコン搭載

手のひらサイズのリモコンを搭載。ソファーやベッドの上からで
もくつろいだ姿勢で、テレビ、DVDや音楽CDを操作できます。
※稼動範囲はP.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。

ブロードバンドポート（LAN）
インターネットが速くて快適

ブロードバンドポート（100BASE-TX/10BASE-T対応
LAN）搭載により、今までより高速なインターネットに接続
可能。動画配信やネットワークゲームなど、従来のインター
ネットでは実現できなかったコンテンツを快適に楽しめます。

CD-RW/DVD-ROMドライブ
1台でDVD鑑賞、オリジナルCD作成

CD-R/RWとDVD-ROMの機能を1つに凝縮したドラ
イブ。音楽CDを聴くことはもちろん、DVD映画を鑑賞
したり､オリジナルCDを作成したりオールラウンドな
ドライブです。

テレビ機能
最長約60時間※1の録画ができる

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。タイムシフト機能を利用した時間差再
生など、便利な機能が満載です。
※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。なお、最長録画時間は
C7/1007Tは約40時間です。

IEEE1394（DV）端子
デジタルビデオ編集が簡単にできる

映像をデジタルのまま取り込めるIEEE1394（DV）端
子を装備。残しておきたい映像を残したい形に編集で
きます。
※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。

光デジタルオーディオ出力端子
オリジナルMD作成を思いのままに

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。
※ 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。

抜群の臨場感、ドルビーデジタルサラウンド
DVDソフトを鑑賞するとき、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、ディスプレ
イ内蔵のスピーカーや、標準添付のスピーカーでも
バーチャルドルビーデジタルの迫力あるサウンドを
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。

PCカードスロット
大切な写真を手軽に取り込み

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、手軽に取り込み活用
できます。

C7/1007T C7/100WLT

メール着信ランプ
USB
コネクタ※1

※2
USBコネクタ

フロッピィディスクドライブ

ヘッドフォン／

メール着信ランプ

USBコネクタ

USB
コネクタ

ヘッドフォン／

省スペース＆ハイスペックCシリーズ

Cシリーズ／CEシリーズ

17型フルフラットCRT（アパーチャグリル）

・ダイヤモンドトロン®M2管採用により、従来の2.5倍
の明るさを実現。
・「MOVIEボタン」により高輝度
モードへの設定切り替えが可
能。テレビやDVDをより鮮明に
表現。
・高解像度表示（1,280×1,024
ドット）が可能な大画面17型
CRT。

CE7/857C7/1007T

15型フルフラットCRT（アパーチャグリル）

・歪みが少なく自然な画面表示が可能な、平面ブラウ
ン管（トリニトロン）採用。外光の
映り込みを抑えた、見やすい画
面です。
・アパーチャグリル（AG）ピッチを
0.24～0.25mmまで狭め、より高
精細な画面表示を実現。

CE7/85F
15型TFT液晶ディスプレイ
CE7/85L

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型ワイド液晶ディス
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前面の両端に内蔵。
テレビやDVDを迫力のサウンドで楽しめます。

※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。

17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイ

※ 写真はリモコン受光器内蔵
の17型ワイドデジタルTFT
液晶ディスプレイです。

C7/100WL C7/100WLT

C7/100L

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

C7/1007T C7/100WLT

スタンダードな15型CRT
CE7/855

音楽CD再生時の情報を表示

メール受信を通知

※1 C7/1007Tは3ポートです。 ※2 C7/1007T、C7/100WLTのみ。

Cシリーズ CEシリーズ※写真はCE7/85Lです。※写真はC7/100WLTです。

優れたコストパフォーマンスCEシリーズ



CD-R/RWドライブ
簡単操作でオリジナルCD作成

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。好きな音楽を集めたオリジナルCD

を作成して楽しめます。

DVD-ROMドライブ
DVDで映画が手軽に楽しめる

最大12倍速のDVD-ROMドライブを搭載。各種

DVDソフトを手軽に楽しめます。また、音楽CDを

再生することもできます。

DVD-RAMドライブ
大容量データを保存

DVD-RAMドライブ搭載で、大容量（片面最大

4.7GB）データの保存、管理が可能です。楽し

かった旅行やパーティーで撮った映像を編集、簡

単にDVD-RAMに保存できるので、思い出も大

切に残せます。また、DVD-ROMを再生して､DVD

で映画を鑑賞することもできます。

DVD-RAMドライブや
テレビチューナーを内蔵した最上位モデル

「エンハンスト3DNow!™テクノロジAMD Athlon™

プロセッサ 1.2GHz」が高速処理を実現し、快適な動

作環境を提供します。DVD-RAMドライブ搭載で、大容

量（片面最大4.7GB）のデータを保存、管理できます。

また、録画再生機能を持ったテレビチューナーも内蔵。

さらに、使いやすさを追求したフロントアクセスデザイン

によりAV連携も自由自在のハイエンドモデルです。

19 ※画面はハメコミ合成です。 20

光デジタルオーディオ出力端子
オリジナルMD作成を思いのままに

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、音楽CDの曲をMDプレーヤー（録音機能付）
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。

インターネット、AV連携の楽しさひろげるインターフェース

Microtower

テレビ機能
最長約80時間※1の録画ができる

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。タイムシフト機能を利用した時間差再生など、
便利な機能が満載です。
※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。

リモコン搭載
離れたところかららくらく操作

手のひらサイズのリモコンを搭載。ソファー

やベッドの上からでもくつろいだ姿勢で、

テレビ、DVDや音楽CDを操作できます。
※稼働範囲はP.23～24の「ハードウェア仕様一覧」で
ご確認ください。

IEEE1394（DV）端子
デジタルビデオ編集が簡単にできる

デジタルビデオからの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
ソフトを使って、残したい映像を残したい形に編集で
きます。
※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。

PCカードスロット
大切な写真を手軽に取り込み

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、デジタルカメラの写真データ
などをより手軽に活用できます。

ブロードバンドポート（LAN）
インターネットが速くて快適

ブロードバンドポート（100BASE-TX/10BASE-T対応
LAN）搭載により、今までより高速なインターネットに接続
可能。動画配信やネットワークゲームなど、従来のインター
ネットでは実現できなかったコンテンツが楽しめます。

※1 M7/1207Tのみ。
※ 写真はFMV-DESKPOWER M7/1207Tです。

※機種により機能や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。
※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。

欲張りな遊び心を満たす1台

Mシリーズ

オリジナルCD作成、映画鑑賞、
CDのバックアップ。
さらに、DVD-RAM※1で動画などの
大容量データを保存。
充実の2ドライブで、音や映像をとことん究める。 スタイリッシュなデザイン、迫力のサウンド

手軽にAV連携
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。デジタルカメ

ラなどとスムーズに接続。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、スタイリッシュなデザインになっています。

インターネット環境とAV連携を快適にする充実機能

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。

データ保存、バックアップ作成が自在、充実の2ドライブ構成

使い方に合わせて選べる2モデル

使い方ひろがる2ドライブ
マイクロタワーの特長を活かした2ドライブ。

DVD-RAMまたは､DVD-ROMドライブにオリジ

ナルCDを入れ､CD-R/RWドライブで簡単にバッ

クアップCDを作成できます。
（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。

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。

高速処理で快適！
大容量128MBメモリ
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。

画像データもらくらく保存
大容量HDD
80GB、または60GB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。さらに、HDD増設

用3.5インチ内蔵ベイも装備し、将来の大容量

化にも対応しております。

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」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。

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™128 Ultra

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。

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。

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。

抜群の臨場感、ドルビーデジタルサウンド

DVDソフトを鑑賞するとき、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の、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

デジタルの迫力あるサウンド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。

17型フルフラットCRT（アパーチャグリル）
・ダイヤモンドトロン®M2管採用により、従来の2.5

倍の明るさを実現。

・「MOVIEボタン」により高輝度モードへの設定

切り替えが可能。テレビやDVDをより鮮明に表現。

・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、歪みが少なく

自然な画像を実現。

M7/1007

M7/1207T

AMD Athlon™や2ドライブを搭載した
ハイスペックモデル

マイクロタワーならではの2ドライブを採用。CD-R/RW

ドライブでオリジナルCD作成、DVD-ROMドライブ

でDVDを鑑賞できます。また、標準搭載のLANで、

ブロードバンドインターネットに対応。さらに、

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）を装備し、AV連携

機能が充実。見やすく高精細な大画面の17型フ

ルフラットCRTをセットしたハイスペックモデルです。

M7/1007

M7/1207T

M7/1207T

メール着信ランプ

フロッピィディスクドライブ

※1

※2

USBコネクタ

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

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

メール着信ランプ

CD/DVD操作ボタン

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

を正確に表現しま

す。迫力のサウンド

で、DVD鑑賞などが

さらに楽しくなります。

※1 M7/1007はDVD-ROMドライブです。 ※2 M7/1207Tのみ。

USBコネクタ

ツー

Mシリーズ
※写真はM7/1207Tです。



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、より見やすい
画面表示を実現しました。また、表面のARコーティン
グ加工により反射を抑え、画面表示色が鮮明。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（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。

らくらくネットサーフィン、スクロール機能付マウス
（ワイヤレスマウスを含む）

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
（ワイヤレスキーボードを含む）

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※１ボタンなどを装備。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。

良質のサウンドを楽しめる
フォスター電機社製スピーカー
国内外のオーディオメーカーに、高音質スピーカーを
提供しているフォスター電機社製スピーカーを採用。
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、すっきりとしたデザイン、充
実の広音域再生を実現。お気に入りのサウンドを、深み
のある音質で楽しめます。

使いやすさを追及したスタイリッシュなデザイン
スタイリッシュで簡単に使えるパソコンを追求。前面
にCD-R/RWドライブ、デジタルカメラ、デジタルビデ
オカメラなどとつながるPCカードスロット、IEEE1394
（DV）端子を装備。さらに、周辺機器と快適に接続で
きるUSB端子も3ポート装備しています。

21 ※画面はハメコミ合成です。 22

CD-R/RWドライブ
好みの曲を選んでオリジナルCD

最大20倍速の読み込み、最大4倍速の書き込みや書き
換えが可能なCD-R/RWドライブを搭載。好きな音楽
を集めたオリジナルCDを作成して楽しめます。

17型ワイドデジタルTFT液晶に
便利な多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載
テレビやDVDを鑑賞中でも、自動的に新着メールを光でお知
らせ※1します。差出人によって光る色を変えることができるので、
友人、同僚など区別して表示が可能です。さらに、音楽CD再生
時には、トラックナンバーや再生時間を表示するので便利です。
※1 新着メールを自動で確認するには、あらかじめ設定を行う必要があります。

見やすい大画面の17型ワイドTFT液晶
デジタルTFT液晶ディスプレイの採用により、17型の大
画面で1,280×768ドットのワイド表示（16：9）を実現。表示画
面には、上下左右160度の超広視野角が可能な高性能液晶
（MVA）パネルを使用しています。さらに、映画などをよりきれい
に表示する「ビデオモード」や「シネマモード」、動画と静止画を
自動的に切り替える「おまかせモード※1」も用意しています。
※1 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質に切り替えるモード。

テレビ機能
最長約60時間※1の録画ができる

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。タイムシフト機能を利用した時間差再
生など、便利な機能が満載です。
※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。なお、最長録画時間は、AVシリーズは40時間です。

光デジタルオーディオ出力端子
オリジナルMDを思いのままに

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。
※ 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。

ヘッドフォン／

USBコネクタ

インターネット、AV連携の楽しさひろげるインターフェース

インテリア性の高い、スタイリッシュデザイン
高級感あふれるクールシルバー色を基調に、スピーカー部分
などにブルーメタリック色のアクセントを取り入れたスタイリッ
シュな本体です。さらに、ネイビーブルー色の交換用スピーカー
ネットをご用意。
お好みに合わせ
てコーディネート
できます。

One Body

リモコン搭載
離れたところかららくらく操作
手のひらサイズのリモコンを搭載。ソファーやベッドの
上からでもくつろいだ姿勢で、テレビ、DVD※1や音楽
CDを操作できます。
※1 DVDの操作はKシリーズのみ対応しております。
※ 稼働範囲はP.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。

CD-RW/DVD-ROMドライブ
1台でDVD鑑賞、オリジナルCD作成

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。音楽CDを聴くことはもちろん、
DVD映画を鑑賞したり､オリジナルCDを作成したり
オールラウンドなドライブです。

抜群の臨場感、ドルビーデジタルサラウンド

DVDソフトを鑑賞するとき、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、ディス
プレイ内蔵のスピーカーでもバーチャルドルビーデ
ジタルの迫力のサウンド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。

ブロードバンドポート（LAN）
インターネットが速くて快適

ブロードバンドポート（100BASE-TX/10BASE-T対応
LAN）搭載により、今までより高速なインターネットに
接続可能。映像ソフトやネットワークゲームなど、従来
のインターネットでは実現できなかったコンテンツを快
適に楽しめます。

※写真はFMV-DESKPOWER K7/100WLTです。

※機種により機能や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。
※上記マークの説明は、P.25の「マークの説明」にあります。

最高級の贅沢、品格あるデザイン

Kシリーズ

「i-Panel」搭載、大画面の
17型ワイド液晶で、テレビやDVDを見る。
省スペースを究めた、
上品なワンボディモデル。

Kシリーズ

Kシリーズ

Kシリーズ

※写真はFMV-DESKPOWER AV7/765Tです。

※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。
※上記マークの説明は、P.25の「マークの説明」にあります。

AV
音や映像を操るAVステーション

AVシリーズ

テレビ機能などAV機能満載で、見る、録る、創るを
ひとつにまとめたCRT一体モデル。
スタイリッシュなデザインで、
クリエイティブな感性を刺激するマシン。

徹底的に省スペース、セットアップも簡単
本体と液晶ディスプレイの一体化により、場所をとらず、ゆ
とりの作業スペースを提供。さらに、電源を接続するだけ
でセットアップできるので、すぐに使い始められます。また、
RF（無線）※1方式のワイヤレスキーボード、マウスを採用。
ケーブルがないため
すっきりとした使用環
境を実現します。
※1 稼働範囲は距離：約

1m、角度：上下約20度、
左右約45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。

ディスプレイと一体化、セットアップも簡単
本体とCRTディスプレイの一体化により、省スペース
を実現。接続はキーボード、マウス、電源とモデムをつ
なぐだけ。セットアップも簡単です。

リアルな映像、サウンドを実現する高速CPU 
Kシリーズは、高速CPU「Intel® Pentium®IIIプロセッサ-
1B GHz」、AVシリーズは、「Intel® Celeron™プロセッサ-
766MHz」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。

高速処理で快適！大容量128MBメモリ
複数のアプリケーションを同時に起動した場合でも、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。

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。

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。

画像データもらくらく保存、大容量HDD 
Kシリーズは60GB、AVシリーズは40GBの大容量HDD
を搭載。画像・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、
いっそうの高速データ転送を実現します。

ワンボディモデル＆AVモデルが装備する 快適機能

従来品� 平面ブラウン管�

画面の湾曲によるゆがみも解消。より自然な表示が可能。

AVシリーズ

USBコネクタ

メール着信ランプ

USBコネクタ

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

AV連携をさらに楽しく、使いやすく AVシリーズ迫力の大画面＆スタイリッシュボディKシリーズ

IEEE1394（DV）端子
デジタルビデオ編集が簡単にできる

映像をデジタルのまま取り込めるIEEE1394（DV）端子を
装備。残しておきたい映像を残したい形に編集できます。
※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。

PCカードスロット
大切な写真を手軽に取り込み

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、手軽に取り込み活用できます。

音楽CD再生時の情報を表示

メール受信を通知

Kシリーズ AVシリーズ※写真はAV7/765Tです。※写真はK7/100WLTです。


