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ル ー ク ス �

  さっと開いて、すぐにメール＆インターネット！�
  ワイヤレスデータ通信機能搭載、�
  モバイルの新基準「ルークス」�

�
FMV-BIBLO�

 LOOX S5/53W�
A5コンパクト

FMV-BIBLO �

LOOX T5/53W�
DVD内蔵

�

より快適�

大容量128MB�
メモリ搭載�
�



高速64kbpsワイヤレスデータ通信 機能で�

いつでも、どこでも、快適インターネット。�

軽快に持ち歩いて、楽しく遊ぶ！�

※1

※3

※1 　64kbpsデータ通信を利用する場合は、DDIポケットとの契約が必要となります。契約に関しての注意事項については、P.6をご参照ください。�
　　また、一部地域では64kbpsデータ通信ができない場合がありますが、32kbpsでの通信は可能です。�
※2　FMV-BIBLO LOOX S5/53W、T5/53Wのみ。�
※3　航空機、病院、電車内など機器の使用を禁止されている場所ではご利用できません（ワイヤレス通信機能をOFFにしてください）。�
　　また、ワイヤレスデータ通信機能はサービスエリア外ではご利用できません。�
　　サービスエリア内でも電波の状況によっては、ご利用いただけない場合があります。�
　　あらかじめ、DDIポケットの提供するサービスエリアをご確認ください。�
※4　FMV-BIBLO LOOX S5/53に別売の内蔵バッテリパック（L）を装着時。�

モバイルインターネット�
高速64kbpsワイヤレスデータ通信 機能の標準搭載　により、いつでも、どこでも、快適なインターネットを実現。�

またインターネットをより使いやすくする機能、ソフトが満載です。�

軽快に、スマートに持ち歩く�
小型、軽量、長時間駆動の実現と画面の見やすさを両立。�

また、持ち歩きたくなるようなスマートな「新デザイン」を採用しています。�

最新技術の採用�
低消費電力CPU、Transmeta社製「Crusoe プロセッサ」を採用。�

これにより、最大約8時間　のロングバッテリライフ、商品の小型化を実現しています。�

�

※1

※4

※2 ※3

クルーソー�

注）写真のパソコンは、FMV-BIBLO LOOX S5/53Wです。�

トランスメタ� TM

1 2

�



軽快に持ち歩く。外出先で電子メール、�
ホームページを見るなど、コミュニケーションで遊ぶ。�

【手軽に、軽快に、持ち運ぼう】� 【操作性も抜群。外出先でも、ストレスなく使いこなそう】�

■小型（243×151）、軽量約980g　　で、しかもハイスペック�
場所を選ばずどこでも気軽に使える小型A5コンパクト（幅：243［mm］、�
奥行き：151［mm］）サイズ。また、わずか約98０ｇ　　の本体だから、�
手軽に持ち運ぶことができます。さらに、低消費電力ＣＰＵ『Ｃｒｕｓｏｅ �
（クルーソー）プロセッサ』、高速データ転送を実現するＵｌｔｒａＤＭＡ�
／３３対応の大容量１０ＧＢハードディスクを搭載するなど、コンパクトな�
がらハイスペックを実現しました。�

■8.8型Wide XGA対応液晶を採用�
８.８型、ワイド XＧＡ（１０２４×５１２ドット）対応のＴＦＴ液晶を搭載。�
ＶＲＡＭ ４ＭＢを内蔵した高速グラフィックアクセラレータＡＴＩ社製�
ＲＡＧＥ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ-Ｍ搭載により、最大約１６７７万色　表示が可能�
です。また、ポインティングデバイスには、クイックポイントを採用し、�
快適な操作性を誇ります。�

CPU

Crusoe   プロセッサ�
TM5400 533MHz

メモリ�

128MB

HD

10GB

重さ�

約980g

ディスプレイ�

8.8型Wide�
XGA

バッテリ�

標準約4時間�
最大約8時間�

外出先でインターネットはもちろん、�
DVDで映画や音楽を思う存分楽しめる。�

■最大8倍速DVD-ROMドライブを標準搭載�
映画や音楽など豊富なＤＶＤビデオソフトが再生�
でき手軽に楽しめます。　また、ドルビーヘッドフォン�
を利用することにより、迫力のある音を楽しむことも�
できます。さらに、内蔵のS端子経由でTVに接続�
すれば、映画を迫力あふれる大画面で楽しむこともできます。�

【AV連携で、映像と音楽を楽しむ】�

メモリ�

128MB

重さ�

約1.5kg

HD

10GB

ディスプレイ�

10型Wide�
SXGA

バッテリ�

標準約3.6時間�
最大約7.3時間�

DVD-ROM

8倍速�

IEEE1394/S端子� Office 2000 Personal

標準装備� 標準搭載�

モバイルの最新技術を�
全身に満載しました。� マグネシウム合金を採用したスマートフォルムには、クールシルバー色を採用し、�

軽快感を演出。また、フレンドリーな新デザインで、持ち歩きが楽しくなります。�
�

■持って歩くことが楽しくなる新デザイン�

ＤＤＩポケットの提供する切れにくい６４ｋbｐｓデータ通信�
サービスに対応したＨ" INモジュール　を標準搭載。これ�
により、安定した通信環境で、携帯通信端末としては�
最速のデータ通信を行うことができ、いつでも、どこ�
でも、手軽に、インターネットを楽しむことができます。�
�

小型、軽量化を徹底追求したスマートボディに、画面の見やすさを考慮した、�
ワイド液晶を採用。LOOX Sシリーズでは、８．８型Ｗｉｄｅ XＧＡ（１０２４×５１２�
ドット）、　LOOX Tシリーズでは、１０型Ｗｉｄｅ  ＳＸＧＡ（１２８０×６００ドット）を�
         採用しています。�
�

Transmeta社製CPUの採用と、パワフルなリチウムイオンバッテリの搭載により、�
LOOX S5/53では、最大約8時間　（標準約4時間）、LOOX T5/53では、�
最大約7.3時間　（標準約3.6時間）のロングバッテリライフを実現しています。�

■いつでも、どこでも、快適モバイルインターネット�

■バッテリ駆動時間が長いから、小さくて見やすいから、携帯性も抜群�

■高画質10型Wide SXGA対応液晶を採用　�
ディスプレイには、見やすいワイドSＸＧＡ対応の１０型ＴＦＴ液晶を搭載。�
１２８０×６００ドット、１６７７万色   表示の高解像度で、画像処理に適した�
高精細の綺麗な画像表示が可能なことから、ＤＶＤビデオの再生など�
鮮やかな映像を楽しむことができます。�

Transmeta社製　CPU「Crusoe プロセッサ」を採用�
■最新技術を採用�

【ワンタッチボタンでインターネットもらくらく】�

ホームページ閲覧やE -m a i lがすぐに行えるボタンを標準装備。�
ボタンを押すだけで、自動的にダイヤルアップ接続し　、インターネット�
を簡単に楽しむことができます。�

最大約8時間 駆動のロングバッテリライフ�

見やすいワイド液晶を採用�

シルバーをベースとしたニューカラーを採用�高速64kbpsワイヤレスデータ通信　機能を搭載　［H"IN（エッジイン）］�※1

※4

※2 ※3

※1 　PIAFS2.1版準拠。一部地域では64kbpsデータ通信ができない場合がありますが、�
　　 32kbpsでの通信は可能です。�
※2　FMV-BIBLO LOOX S5/53W、 T5/53Wのみ。�
※3　LOOX S5/53W、 T5/53Wに搭載のH"INモジュールでは、データ通信のみ利用できます。音声通話は利用できません。�
       接続先がPIAFS2.1版に対応している必要があります。また、FAX送受信は対応しておりません。�
注）　ご利用いただけるDDIポケットのサービスエリアをご確認ください。�

トランスメタ� クルーソー� TM

�

�

Sシリーズ�
超小型・軽量�

ルークス�

Tシリーズ�
ルークス�

■最大約8時間　のロングバッテリライフ�
リチウムイオンバッテリの採用により、最大約4時間　の長時間駆動�
を実現。さらに別売の内蔵バッテリパック（L）を利用すれば、最大約�
8時間　使用でき、外出先でも、安心して使うことができます。また、�
別売のバッテリチャージャを使用すれば、予備のバッテリパック単体�
を２個同時に接続して充電可能です。�

TM TM ※7

※5※6

※6

※5※6

※6

※6

注）オープン価格の商品は標準価格を定めていません。　※5 内蔵バッテリパック装着時　※6　LOOX S5/53の場合　※7ディザリング機能により実現。　※8 LOOX T5/53でのDVDソフトの再生時間は、約2時間（T5/53W:約1.8時間）［内蔵バッテリパック］/約4時間（T5/53W�
:約3.6時間）［内蔵バッテリパック（L）］となります（満充電、低輝度、省電力モードの状態でヘッドフォン利用時）。但し、DVDソフトにより、駆動時間は異なります。※9 TVに出力する場合、TV側にS端子の入力端子が装備されている必要があります。※10 あらかじめ設定が必要となります。�

※11 Service Release1対応版となります。※12 LOOX T5/53の場合�

�

※写真のパソコンは�
FMV-BIBLO LOOX S5/53Wです。�

注）写真のパソコンは �
FMV-BIBLO LOOX T5/53Wです。�

■デジタルビデオ編集が楽しめるIEEE1394端子　　�
高速データ転送が可能なＩＥＥＥ１３９４（ＤＶ）�
を標準装備。ＤＶ機器と接続すれば、ビデオ�
編集などＬＯＯＸ（ルークス）の楽しみ方�
の世界が広がります。�
�

■小型（264×183）、約1.5kg　のボディ　　�
ＡＶ機器を楽しむためのマルチメディアインタフェースを装備しながら、�
小型A5ファイル（幅：２6４[mm]、奥行き：１83[mm]）、約１.５Ｋｇ　を実現。�
また、低消費電力ＣＰＵ『Ｃｒｕｓｏｅ  （クルーソー）プロセッサ』、高速データ�
転送を実現するＵｌｔｒａＤＭＡ／３３対応の大容量１０ＧＢハードディスク�
を搭載するなど、ハイスペックを実現しました。�
�

【小型化＆見やすさを両立】�

【『Microsoft  Office 2000 Personal』 搭載】�

コンパクトながら使いやすさを重視したエルゴノ�
ミクス設計で、キーピッチ約16ｍｍ、キーストローク�
２ｍｍの新設計キーボードを採用しています。さらに�
指が滑りにくいキートップを搭載することにより、�
快適なタイピングをすることができます。�

■約16ミリピッチ本格キーボードを採用�

※3

※1

※4

※4

注）写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX S5/53Wです。�

DVD標準搭載�

※8

※9

※10

※12※8※6※6

※7

※5
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ＩＥＥＥ１３９４端子�

TM

R

R R R

本機で採用しているＣＰＵ（Ｃｒｕｓｏｅ  プロセッサ）は、�

ＲＩＳＣアーキテクチャのＣＰＵで、処理系にＶＬＩＷ�

（Ｖｅｒｙ  Ｌｏｎｇ 　 Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ  Ｗｏｒｄ）構造をとっており、高い処理�

能力を実現しています。また、画期的な新技術Ｃｏｄｅ �

Ｍｏｒｐｈｉｎｇ  ソフトウエアの採用により、ｘ８６系プロセッ�

サのプログラム動作において、高い互換性を確保。�

さらに、ＣＰＵの負荷に応じて最適なクロックとＣＰＵ�

　　　　　　　　　　コア駆動電圧をコントロール�

　　　　　　　　　　　するＬｏｎｇＲｕｎ  パワーマネ�

　　　　　　　　　　ジメントの採用により、本体�

　　　　　　　　　 の発熱を押さえ、長時間駆動�

　　　　　　　　　を実現しています。�

※11

Microsoft  Word 2000、Excel 2000、Outlook  2000、Bookshelf  Basicを�
プレインストール。さまざまなシーンですぐに活用できます。�

※4　別売の内蔵バッテリパック（L）を使用した場合  注）バッテリの駆動時間は使用条件により異なります。�

注）バッテリの駆動時間は使用条件により異なります。�

TM

CPU

Crusoe   プロセッサ�
TM5600 533MHz

TM

ＴＭ�

ＴＭ�

ＴＭ�

オープン価格� オープン価格�注）FDDユニット（USB）、CD-ROMドライブユニットは別売となります。� 注）FDDユニット（USB）は別売となります。�
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パソコンのライフスタイルを快適にするWindows Me搭載�R

※画面はハメコミ合成です。�



軽快に持ち歩く。外出先で電子メール、�
ホームページを見るなど、コミュニケーションで遊ぶ。�

【手軽に、軽快に、持ち運ぼう】� 【操作性も抜群。外出先でも、ストレスなく使いこなそう】�

■小型（243×151）、軽量約980g　　で、しかもハイスペック�
場所を選ばずどこでも気軽に使える小型A5コンパクト（幅：243［mm］、�
奥行き：151［mm］）サイズ。また、わずか約98０ｇ　　の本体だから、�
手軽に持ち運ぶことができます。さらに、低消費電力ＣＰＵ『Ｃｒｕｓｏｅ �
（クルーソー）プロセッサ』、高速データ転送を実現するＵｌｔｒａＤＭＡ�
／３３対応の大容量１０ＧＢハードディスクを搭載するなど、コンパクトな�
がらハイスペックを実現しました。�

■8.8型Wide XGA対応液晶を採用�
８.８型、ワイド XＧＡ（１０２４×５１２ドット）対応のＴＦＴ液晶を搭載。�
ＶＲＡＭ ４ＭＢを内蔵した高速グラフィックアクセラレータＡＴＩ社製�
ＲＡＧＥ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ-Ｍ搭載により、最大約１６７７万色　表示が可能�
です。また、ポインティングデバイスには、クイックポイントを採用し、�
快適な操作性を誇ります。�
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HD
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約980g

ディスプレイ�

8.8型Wide�
XGA
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標準約4時間�
最大約8時間�

外出先でインターネットはもちろん、�
DVDで映画や音楽を思う存分楽しめる。�

■最大8倍速DVD-ROMドライブを標準搭載�
映画や音楽など豊富なＤＶＤビデオソフトが再生�
でき手軽に楽しめます。　また、ドルビーヘッドフォン�
を利用することにより、迫力のある音を楽しむことも�
できます。さらに、内蔵のS端子経由でTVに接続�
すれば、映画を迫力あふれる大画面で楽しむこともできます。�

【AV連携で、映像と音楽を楽しむ】�
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10GB
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10型Wide�
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IEEE1394/S端子� Office 2000 Personal

標準装備� 標準搭載�

モバイルの最新技術を�
全身に満載しました。� マグネシウム合金を採用したスマートフォルムには、クールシルバー色を採用し、�

軽快感を演出。また、フレンドリーな新デザインで、持ち歩きが楽しくなります。�
�

■持って歩くことが楽しくなる新デザイン�

ＤＤＩポケットの提供する切れにくい６４ｋbｐｓデータ通信�
サービスに対応したＨ" INモジュール　を標準搭載。これ�
により、安定した通信環境で、携帯通信端末としては�
最速のデータ通信を行うことができ、いつでも、どこ�
でも、手軽に、インターネットを楽しむことができます。�
�

小型、軽量化を徹底追求したスマートボディに、画面の見やすさを考慮した、�
ワイド液晶を採用。LOOX Sシリーズでは、８．８型Ｗｉｄｅ XＧＡ（１０２４×５１２�
ドット）、　LOOX Tシリーズでは、１０型Ｗｉｄｅ  ＳＸＧＡ（１２８０×６００ドット）を�
         採用しています。�
�

Transmeta社製CPUの採用と、パワフルなリチウムイオンバッテリの搭載により、�
LOOX S5/53では、最大約8時間　（標準約4時間）、LOOX T5/53では、�
最大約7.3時間　（標準約3.6時間）のロングバッテリライフを実現しています。�

■いつでも、どこでも、快適モバイルインターネット�

■バッテリ駆動時間が長いから、小さくて見やすいから、携帯性も抜群�

■高画質10型Wide SXGA対応液晶を採用　�
ディスプレイには、見やすいワイドSＸＧＡ対応の１０型ＴＦＴ液晶を搭載。�
１２８０×６００ドット、１６７７万色   表示の高解像度で、画像処理に適した�
高精細の綺麗な画像表示が可能なことから、ＤＶＤビデオの再生など�
鮮やかな映像を楽しむことができます。�

Transmeta社製　CPU「Crusoe プロセッサ」を採用�
■最新技術を採用�

【ワンタッチボタンでインターネットもらくらく】�

ホームページ閲覧やE -m a i lがすぐに行えるボタンを標準装備。�
ボタンを押すだけで、自動的にダイヤルアップ接続し　、インターネット�
を簡単に楽しむことができます。�

最大約8時間 駆動のロングバッテリライフ�

見やすいワイド液晶を採用�

シルバーをベースとしたニューカラーを採用�高速64kbpsワイヤレスデータ通信　機能を搭載　［H"IN（エッジイン）］�※1

※4

※2 ※3

※1 　PIAFS2.1版準拠。一部地域では64kbpsデータ通信ができない場合がありますが、�
　　 32kbpsでの通信は可能です。�
※2　FMV-BIBLO LOOX S5/53W、 T5/53Wのみ。�
※3　LOOX S5/53W、 T5/53Wに搭載のH"INモジュールでは、データ通信のみ利用できます。音声通話は利用できません。�
       接続先がPIAFS2.1版に対応している必要があります。また、FAX送受信は対応しておりません。�
注）　ご利用いただけるDDIポケットのサービスエリアをご確認ください。�
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■最大約8時間　のロングバッテリライフ�
リチウムイオンバッテリの採用により、最大約4時間　の長時間駆動�
を実現。さらに別売の内蔵バッテリパック（L）を利用すれば、最大約�
8時間　使用でき、外出先でも、安心して使うことができます。また、�
別売のバッテリチャージャを使用すれば、予備のバッテリパック単体�
を２個同時に接続して充電可能です。�

TM TM ※7

※5※6

※6

※5※6

※6

※6

注）オープン価格の商品は標準価格を定めていません。　※5 内蔵バッテリパック装着時　※6　LOOX S5/53の場合　※7ディザリング機能により実現。　※8 LOOX T5/53でのDVDソフトの再生時間は、約2時間（T5/53W:約1.8時間）［内蔵バッテリパック］/約4時間（T5/53W�
:約3.6時間）［内蔵バッテリパック（L）］となります（満充電、低輝度、省電力モードの状態でヘッドフォン利用時）。但し、DVDソフトにより、駆動時間は異なります。※9 TVに出力する場合、TV側にS端子の入力端子が装備されている必要があります。※10 あらかじめ設定が必要となります。�

※11 Service Release1対応版となります。※12 LOOX T5/53の場合�

�

※写真のパソコンは�
FMV-BIBLO LOOX S5/53Wです。�

注）写真のパソコンは �
FMV-BIBLO LOOX T5/53Wです。�

■デジタルビデオ編集が楽しめるIEEE1394端子　　�
高速データ転送が可能なＩＥＥＥ１３９４（ＤＶ）�
を標準装備。ＤＶ機器と接続すれば、ビデオ�
編集などＬＯＯＸ（ルークス）の楽しみ方�
の世界が広がります。�
�

■小型（264×183）、約1.5kg　のボディ　　�
ＡＶ機器を楽しむためのマルチメディアインタフェースを装備しながら、�
小型A5ファイル（幅：２6４[mm]、奥行き：１83[mm]）、約１.５Ｋｇ　を実現。�
また、低消費電力ＣＰＵ『Ｃｒｕｓｏｅ  （クルーソー）プロセッサ』、高速データ�
転送を実現するＵｌｔｒａＤＭＡ／３３対応の大容量１０ＧＢハードディスク�
を搭載するなど、ハイスペックを実現しました。�
�

【小型化＆見やすさを両立】�

【『Microsoft  Office 2000 Personal』 搭載】�

コンパクトながら使いやすさを重視したエルゴノ�
ミクス設計で、キーピッチ約16ｍｍ、キーストローク�
２ｍｍの新設計キーボードを採用しています。さらに�
指が滑りにくいキートップを搭載することにより、�
快適なタイピングをすることができます。�

■約16ミリピッチ本格キーボードを採用�

※3

※1

※4

※4

注）写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX S5/53Wです。�

DVD標準搭載�

※8

※9

※10

※12※8※6※6

※7

※5

※5

ＩＥＥＥ１３９４端子�

TM

R

R R R

本機で採用しているＣＰＵ（Ｃｒｕｓｏｅ  プロセッサ）は、�

ＲＩＳＣアーキテクチャのＣＰＵで、処理系にＶＬＩＷ�

（Ｖｅｒｙ  Ｌｏｎｇ 　 Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ  Ｗｏｒｄ）構造をとっており、高い処理�

能力を実現しています。また、画期的な新技術Ｃｏｄｅ �

Ｍｏｒｐｈｉｎｇ  ソフトウエアの採用により、ｘ８６系プロセッ�

サのプログラム動作において、高い互換性を確保。�

さらに、ＣＰＵの負荷に応じて最適なクロックとＣＰＵ�

　　　　　　　　　　コア駆動電圧をコントロール�

　　　　　　　　　　　するＬｏｎｇＲｕｎ  パワーマネ�

　　　　　　　　　　ジメントの採用により、本体�

　　　　　　　　　 の発熱を押さえ、長時間駆動�

　　　　　　　　　を実現しています。�

※11

Microsoft  Word 2000、Excel 2000、Outlook  2000、Bookshelf  Basicを�
プレインストール。さまざまなシーンですぐに活用できます。�

※4　別売の内蔵バッテリパック（L）を使用した場合  注）バッテリの駆動時間は使用条件により異なります。�

注）バッテリの駆動時間は使用条件により異なります。�

TM

CPU

Crusoe   プロセッサ�
TM5600 533MHz

TM

ＴＭ�

ＴＭ�

ＴＭ�

オープン価格� オープン価格�注）FDDユニット（USB）、CD-ROMドライブユニットは別売となります。� 注）FDDユニット（USB）は別売となります。�

3 4

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows Me搭載�R

※画面はハメコミ合成です。�



いつでも、手軽に。どこでも、気軽に。�
モバイルインターネットを�
十分に楽しんじゃおう。�

※画面はハメコミ合成です。�5


