
CEシリーズ／コンパクトモデル 

ホームネットワークをはじめる。オリジナルＤＶＤをつくる。FMV-DESKPOWERが楽しみをひろげる。 

Lシリーズ／液晶一体モデル Cシリーズ／コンパクトモデル 
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富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

C O NC O N T E N T S

L SERIES 
液晶一体モデル 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P.03～04

CE SERIES 
コンパクトモデル 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P . 0 7～08

HOME NETWORK● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P.09～12 

INTERFACE● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P.13 

DESKPOWER STYLE BOOK● ● ● ● ● ● ● P.14～33 

 

BROADBAND● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P.34 

SUPPORT＆SERVICE● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P.35～36 

FMV UTIL ITY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P .37 

 

 

 

D ISPLAY● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P .38 

SOFTWARE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P.39～42 

　 

 

※画面はハメコミ合成です。※写真のパソコンはFMV-DESKPOWER L20C/F（左）、FMV-BIBLO MG12C/M（右）（別売）です。また、プリンタはエプソンのPM-970C（別売）、携帯電話は

NTTドコモのF251i（別売）、PDAは富士通のPocket LOOX（別売）、オーディオシステムはオンキヨーのFR-SX7（W）（税別）、AUDIO NETWORK RECEIVERはNC-500（S）（別売）です。 

家中のパソコンをつなぐホームネットワークが、新しい楽しみの扉を開く。 

家族みんなが好きな音楽やホームパーティーの写真、録画したテレビ番組などを共有したり、 

１本のブロードバンド回線で家族同時にアクセスしたり。もっと、ワクワクできるパソコンライフへ。 

ネットワーク経由でしか、出会えない楽しみがある。 

ネットワーク経由で、 

　　　新しい楽しみに会いに行く。 

音楽、画像、映像から、ブロードバンド回線まで共有できる、ホームネットワーク by FMV-DESKPOWER

C SERIES 
コンパクトモデル 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P . 05～06  

 



 

さまざまなデータを共有できるホームサーバー機能。 

ホームサーバー機能 

ホームネットワークの中心として、他のパソコン、プリンタとつながるホーム 

サーバー機能内蔵。パソコンをファイルサーバーやプリントサーバーとしても 

利用できます。また、映像サーバーや音楽サーバーとしてデジタルネット 

ワークの楽しさをひろげます。 

従来のパソコンとしての機能に加え、ホームサーバー機能を内蔵すること 

により、家中の他のパソコンとネットワークを構築できます。家族みんな 

でパソコンの楽しみを共有する、新しいライフスタイルがはじまります。 
＊詳しい使い方はP.09～12をご覧ください。 

ワイヤレスLAN、有線LANの両方に対応したルーター 

機能内蔵。家中のパソコンを手軽にネットワークで 

つなぐことができます。 
＊写真、画面などはハメコミ合成です。＊写真のパソコンはFMV-DESKPOWER L20C/Fです。機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。 ＊データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、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。 ＊パソコンで保存した各種DVDディスクは、使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては、再生できない場合があります。 ＊1 ご購入時の空き容量に節約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。 ＊2 ワイヤレスＬＡＮの電波通信距離は、見通し半径25m以内（周りに何もない環境において）です。ワイヤレスLANの特性上、近隣の電波環境、設置

環境（建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなったり、通信ができなくなる場合がありますのでご了承ください。 ＊3 PCカードスロットのうち1スロット（左側）はメモリーカードリード/ライト機能付きPCカードスロットです。

L20C、L20C/R、L20C/Sでご使用になるには、オプションのメモリーカードリード/ライト用アダプタが別途必要です。詳細はAzbyClub Selectionをご覧ください。 ＊4 L20C/Fのみブロードバンドポート（WAN）を装備。L20C、L20C/R、L20C/Sはブロードバンドポート（LAN）のみを装備。 

テレビの録画/再生ができるテレビチューナー＆便利リモコン。 

映像・音楽データをDVDに保存できるドライブ。（L20C/R、L20C/F） 

メディアや目的に合わせて思いのままにデータを保存できる 

DVDマルチドライブ（L20C/F）やDVD-R/RWドライブ（L20C/R） 

搭載。録画したテレビ番組などの大容量データはDVD- 

RAM（L20C/F）やDVD-R、DVD-RWに、音楽やデータの 

バックアップはCD-RやCD-RWに、それぞれ保存可能です。 

◎高速、高信頼性のCPU、Inte l® Pent ium®4 プロセッサ。（L20C/R、L20C/F） 

◎コストパフォーマンスにすぐれたCPU、Intel® Celeron®プロセッサ。（L20C、L20C/S） 

◎動画などの大容量データ処理に威力を発揮する 

　高速7,200回転/分、 120GBハードディスク。 

◎輝きのある画面表示を実現するスーパーファインパネル。 

◎臨場感あふれるサウンドを再生、トランソニックスピーカー。 

◎スムーズなAV連携を実現、メモリーカードリード/ライト機能付きPCカードスロット。＊3 

◎テレビ電話が楽しめるヘッドセット、USBカメラ標準添付。（L20C/F） 

ホームサーバー機能内蔵モデル  L20C/F

＊「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の 
　相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。 

家中どこからでも＊2パソコンを利用できる 
Smart Display セットモデル。（L20C/S） 

◎ワイヤレスLAN搭載により家中 

　のどこからでも＊2パソコンを利用 

　できるSmart Display。 

◎手軽に操作できる 

　タッチパネル。 

＊詳しい使い方や注意事項はP.21をご覧ください。 
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富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

17型ワイド液晶でテレビを楽しむ。 

ホームサーバー機能でネットワークをつなぐ。 

 

ホームサーバー機能内蔵モデル  L20C/F

Smart  Display セットモデル  L20C/S

スタイリッシュ クリエイティブモデル  L20C/R

スタイリッシュ ステーションモデル L20C

L 
S E R I E S   

スタイリッシュ ステーションモデル L20C スタイリッシュ クリエイティブ L20C/R

Smart Display セットモデル L20C/S ホームサーバー機能内蔵モデル L20C/F

L INE UP

INTERFACE

USB2.0/1.1コネクタ 

IEEE1394（DV）端子 

〈右側面〉 〈左側面〉 
＊周辺機器との接続はP.13をご覧ください。 ＊アイコンの説明はP.45をご覧ください。 

PCカードスロット＊3

ビデオ出力（Sビデオ）端子 

USB2.0/1.1コネクタ 

モデム 

ブロードバンドポート（LAN）＊4

ブロードバンドポート（WAN）＊4

テレビ機能 

ヘッドホン/ 
光デジタルオーディオ出力端子 

 

＊ディスプレイについての説明はP.38をご覧ください。 

便利な 
リモコン 
添付 
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ネットワークをつなぐワイヤレスブロードバンドルーター機能。 

タイムシフト機能を備えたテレビチューナー＆最長100 

時間録画＊1が可能なハードディスク搭載。さらに、L20C/F 

はハードウェアMPEG2リアルタイム エンコーダーを 

備え、高画質でテレビを楽しめるとともに、ハードウェア 

処理によりCPU負荷を軽減します。 

リビングによく似合うコンパクト＆モダニズム デザイン。 

その先進の機能にふさわしく、これまでのパソコンの 

イメージを一新するモダニズム デザイン。インテリア性に 

すぐれコンパクト設計のため、置き場所を選ばずリビング 

にもよく似合います。 

 



ホームサーバー機能内蔵 クリエイティブモデル 
C26WC/F

アドバンスト クリエイティブ コンパクトモデル 
C24C/R C24SC/M C24WC/M

アドバンスト コンパクトモデル 
C20C C24C

＊写真、画面などはハメコミ合成です。 ＊写真のパソコンはFMV-DESKPOWER C24WC/Mです。機種により機能が異なります。

P.45～46でご確認ください。 ＊データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、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。 ＊パソコンで保存した各種DVDディスクは、使用いただくDVDプレーヤー、各種

DVDディスクや記録状態によっては、再生できない場合があります。 ＊1 ご購入時の空き容量に節約モードで録画する場合。

C26WC/Fは最長125時間です。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。 ＊2 PCカードスロットのうち1スロット(右側)はメモリーカードリード/ライト機能付きPC

カードスロットです。C20C、C24C、C24C/R、C24SC/Mでご使用になるには、オプションのメモリーカードリード/ライト用アダプタが

別途必要です。詳細はAzbyClub Selectionをご覧ください。 ＊3 付属液晶ディスプレイ専用コネクタ、アナログRGBコネクタとビデオ

出力（Sビデオ）端子の同時出力はできません。 ＊4 C24SC/M、C24WC/M、C26WC/Fのみ。C24C/RはDVD-R/RWドライブ、C20C、

C24CはCD-RW/DVD-ROMドライブです。 ＊5 操作面の状態によっては正しく動作しないことがあります。 

 

映像・音楽データをDVDに保存できるドライブ。（C20C、C24Cを除く） 

メディアや目的に合わせてデータを保存できるDVDマルチ 

ドライブ（C24SC/M、C24WC/M、C26WC/F）やDVD-R/RWドライブ 

（C24C/R）搭載。テレビ番組などの大容量データはDVD- 

RAM（C24SC/M、C24WC/M、C26WC/F）やDVD-R、DVD-RWに、 

音楽データはCD-RやCD-RWに、それぞれ保存可能です。 

テレビの録画/再生ができるテレビチューナー&便利リモコン。（C24Cを除く） 

タイムシフト機能を備えたテレビチューナー＆最長100 

時間録画＊1できるハードディスク搭載。使いやすいリモ 

コン添付のため操作も簡単です。気になるテレビ番組 

はまず録画。その中から気に入ったものだけをDVD-R 

などに保存できます。（C24C/R、C24SC/M、C24WC/M、C26WC/F） 

 

ブロードバンドを快適に楽しめる、Intel®Pentium®4 プロセッサ。 

ブロードバンドに最適な高速処理を実現するCPU、Intel®

Pen t i um ®4プロセッサ（C20CはIn te l ® Celeron®プロセッサ）搭載。 

さらに、PC2700対応512MBメモリ（C26WC/Fのみ。C26WC/F以外 

はPC2100対応256MBメモリ）を搭載により、3Dコンテンツや音楽 

データなどを快適に楽しめます。 

スムーズなAV連携を実現、メモリーカードリード/ライト機能付きPCカードスロット。 

メモリースティックやSDメモリーカードとの連携が可能 

なメモリーカードリード/ライト機能付きPCカードスロット 

装備。＊2添付（C24WC/M、C26WC/F）のアダプタを利用すれば、 

デジタルカメラやデジタル ビデオカメラの画像・映像 

を手軽に取り込んで思いのままに編集できます。 

 

大画面でDVDを楽しめるビデオ出力端子を標準装備。 

DESKPOWERで再生したDVD映像を、テレビや液晶プロジェクターへ 

ダイレクトに出力できる、ビデオ出力（Sビデオ）端子を標準装備。臨場感あふ 

れる大画面で楽しさも倍増です。＊3

省スペース性とデザイン性を同時に追求したスタイリッシュフォルム。 

パソコン本体は机の上を占領しないコンパクトサイズ。 

ボディ内部の温度上昇を抑える吸気口をそのままデザ 

インアクセントにした、スタイリッシュなフォルムは、どんな 

インテリアの空間にもよく似合います。 

15型デジタル液晶セットモデル 
C20C

15型デジタル液晶セットモデル 
C24C

15型デジタル液晶セットモデル 
C24C/R

ホームサーバー機能内蔵モデル  
C26WC/F (スーパーファイン液晶)

L INE UP

＊周辺機器との接続はP.13をご覧ください。 ＊アイコンの説明は P.45をご覧ください。  
＊C26WC/Fはデザイン、インターフェイスが異なります。 

INTERFACE

ホームネットワークの構築ができる 
ホームサーバー機能内蔵 クリエイティブモデル。（C26WC/F） 

16型デジタル液晶セットモデル 
C24SC/M

17型ワイドデジタル液晶セットモデル 
C24WC/M (スーパーファイン液晶)

DVDマルチ 
ドライブ＊4

SDメモリーカード 

メモリースティック 

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

 

＊各ディスプレイについての説明はP.38をご覧ください。 

 

◎さまざまなデータを共有できるホームサーバー機能。 

◎音楽・映像を自在に楽しむ。先進のDVDマルチドライブ。 

◎より高画質でテレビを録画するハードウェアMPEG2リアルタイム エンコーダー。 

◎テレビ電話が楽しめるUSBカメラ＆ヘッドセット添付。 

◎ネットワークをつなぐワイヤレス 

　ブロードバンドルーター機能。 

 

 
 

 

◎輝きのある画面表示を実現するスーパーファイン液晶。（C24WC/M、C26WC/F） 

◎動画などの大容量データ処理に威力を発揮する 

　高速7,200回転/分、120GBハードディスク。（C24C/R、C24SC/M、C24WC/M） 

◎レイアウトフリーを実現するワイヤレスキーボード＆マウス。（C24WC/M、C26WC/F） 

◎スムーズな操作感。メンテナンスも手軽な光学式マウス。 

　（C24WC/M、C26WC/Fを除く）
＊5
 

 

 
 

PCカードスロット＊2

ブロードバンドポート（LAN） 

IEEE1394（DV）端子 

ヘッドホン/ 
光デジタルオーディオ出力端子 

USB2.0/1.1コネクタ 

USB2.0/1.1コネクタ 

ビデオ出力（Sビデオ）端子 

テレビ機能（C24Cを除く） 

モデム 

C
S E R I E S  DVDマルチドライブ＆テレビチューナー搭載。 

音楽・映像を遊び道具にする、クリエイティブ モデル。 

＊「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体 
  「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品 
  であることを示します。 

0605
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CE
S E R I E S  

ファミリーネットワークステーション セットモデル 
CE21C/S CE21C/ST

クリエイティブ コンパクトモデル 
CE21C/R CE21WC/M

スタイリッシュ コンパクトモデル 
CE207C CE21C

先進の機能を手軽に。コストパフォーマンスにすぐれた、 

スタイリッシュ コンパクトモデル。 

 

 

◎高速なデータ転送を実現するUSB2.0準拠。 

◎スムーズな操作感。メンテナンスも手軽な光学式マウス。＊5

＊ 写真、画面などはハメコミ合成です。＊写真のパソコンはFMV-DESKPOWER CE21WC/Mです。機種により機能が異なります。

P.45～46でご確認ください。 ＊データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、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。 ＊パソコンで保存した各種DVDディスクは、使用いただくDVDプレーヤー、各種

DVDディスクや記録状態によっては、再生できない場合があります。 ＊1 ご購入時の空き容量に節約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。 ＊2 CE21WC/Mのみ。CE21C/RはDVD-R/RWドライブ、CE207C、CE21C、CE21C/S、CE21C/STはCD-

RW/DVD-ROMドライブです。 ＊3 CE21C/R、CE21WC/Mのみ。 ＊4 ワイヤレスＬＡＮの電波通信距離は、見通し半径25m以内

（周りに何もない環境において）です。ワイヤレスLANの特性上、近隣の電波環境、設置環境（建物の壁や扉の構造・材質、家電

製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなったり、通信ができなくなる場合がありますのでご了承ください。

＊5 操作面の状態によっては正しく動作しないことがあります。 

 

15型デジタル液晶セットモデル 
CE21C

17型高輝度フルフラットCRTセットモデル  
CE207C

15型デジタル液晶セットモデル 
CE21C/R

＊周辺機器との接続はP.13をご覧ください。 ＊アイコンの説明は P.45をご覧ください。 

＊各ディスプレイについての説明はP.38をご覧ください。 

ホームネットワークを楽しむためのファミリーネットワーク 
ステーション セットモデル。（CE21C/S、CE21C/ST） 

◎ホームサーバー機能搭載のファミリーネットワークステーションを標準添付。（CE21C/S） 

◎テレビチューナー搭載のファミリーネットワークステーション-Tを標準添付。（CE21C/ST） 

◎離れたところからテレビやDVDの操作ができる便利なリモコン。（CE21C/ST） 

◎家中どこからでもホームネットワークへ 

　アクセスできるワイヤレスLAN。＊4

ファミリーネットワークステーション セットモデル 
CE21C/S

17型ワイドデジタル液晶セットモデル 
CE21WC/M (スーパーファイン液晶)

L INE UP

INTERFACE

 
＊「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体 
  「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品 
  であることを示します。 

DVDマルチ 
ドライブ＊2

PCカードスロット 

ヘッドホン/  
光デジタルオーディオ出力端子 

IEEE1394（DV）端子 

USB2.0/1.1コネクタ 

モデム 

テレビ機能＊3

USB2.0/1.1コネクタ 

ブロードバンドポート   
（LAN） 

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

ファミリー ネット ワークステーション-T セットモデル 
CE21C/ST

 

映像・音楽データをDVDに保存できるドライブ。（CE21C/R、CE21WC/M） 

メディアや目的に合わせてデータを保存できるDVD  

マルチドライブ（CE21WC/M）やDVD-R/RWドライブ（CE21C/R） 

搭載。テレビ番組などの大容量データはDVD-RAM 

（CE21WC/M）やDVD-R、DVD-RWに、音楽やデータのバック 

アップはCD-RやCD-RWに、それぞれ保存可能です。 

テレビの録画/再生ができるテレビチューナー搭載&便利リモコン。（CE21C/R、CE21WC/M） 

タイムシフト機能を備えたテレビチューナー＆最長100 

時間録画＊1できるハードディスク搭載。使いやすいリモ 

コン添付のため操作も簡単です。気になるテレビ番組 

はまず録画。その中から気に入ったものだけをDVD-R 

などに保存できます。（CE21C/R、CE21WC/M） 

 

手軽に高速インターネットへアクセスできる、ブロードバンドポート。 

ADSLやCATV、光ファイバー（FTTH）などの高速イン 

ターネット回線へ手軽にアクセスできる、ブロードバンド 

ポート（LAN）搭載。ネットワークによる対戦ゲームを 

楽しむなど、映像や音楽などの大容量コンテンツもスト 

レスなくダウンロードできます。 

 

スムーズな処理を実現するAthlonTMXPプロセッサ+大容量メモリ。 

3Dコンテンツもスピーディに処理する高速CPU、AMD AthlonTM 

XPプロセッサと、PC2100、DDR対応の大容量256MBメモリ 

搭載。高い処理能力を必要とするブロードバンド コンテンツ 

もスムーズに楽しめます。 

 

シンプル接続に対応するなど多彩なディスプレイ。 

液晶セットモデル（CE207Cを除く）なら、本体とディスプレイをつなぐケーブルが 

1本あるだけのシンプル接続。さらに、スーパーファイン液晶に対応し、 

輝きのある画面表示を実現する17型ワイド液晶セットモデル（CE21WC/M）も 

ラインアップ。 

レイアウトフリーを実現するスタイリッシュ＆コンパクトボディ。 
 

スタイリッシュな2トーンカラーのパソコン本体は、置き 

場所を選ばないレイアウトフリータイプ。ディスプレイの 

裏側に設置することもできます。液晶セットモデル  

（CE207Cを除く）なら、ディスプレイの下にキーボードを置ける 

ので快適な作業スペースが生まれます。 
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富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

Internet

Pocket LOOX LOOX MOBILE PHONE

◎家中のパソコンがネットワークでつながる。 
　いつでもどこからでもアクセスできる。 

ファミリーネットワークステーションが家庭内のデジタルネット 

ワークの中心に。映像サーバーや音楽サーバー、さらに 

ファイルサーバーやプリントサーバーとして利用できます。 

ホームサーバー機能 

ホームネットワーク向けソフト「ファミリーネットワークウェア」。ネットワーク上のすべてのパソコンから利用でき、アルバム機能、伝言板 

機能など、家族の新しいコミュニケーションが生まれます。みんなの情報が集まる、いわばもうひとつのリビングです。 

 

ルータ－機能を内蔵しているため、家族同時にブロード 

バンドにアクセスできます。ワイヤレス対応で、すっきり 

とした利用環境を実現。＊3セキュリティ機能を備えている 

ため安心です。 

 

ワイヤレスルーター機能 

ホームサーバー機能を内蔵したパソコン（C26WC/F、L20C/F）や 

ファミリーネットワークステーションを利用すれば、 

手軽にホームネットワークを構築できます。家族同時にブロードバンドにアクセスしたり、 

プリンタやファイルを共有したり、複数のパソコンを有効に活用できます。 

さらに、テレビチューナーを搭載したファミリーネットワークステーション-Tなら、 

家中のパソコンでテレビを見ることも可能です。 

楽しみを共有する、新しいライフスタイルが、ここからはじまります。 

詳しい使い方はP.17をご覧ください。 

ファミリーネットワークウェア 

モバイルアクセス 

家族旅行などで撮影したデジタルカメラの写真やデジタル ビデオ 

カメラの映像をアルバム形式にして管理・共有できます。 

●アルバム機能 

家族にちょっとしたメモを残したり、忙しくてなかなか顔を合わせら 

れないときなどに、メッセージを伝えることができます。 

●伝言板機能 

お気に入りホームページのURLを、他のパソコンから利用する 

ことが可能。自分の部屋のパソコンと同じようにアクセスできます。 

●ブックマーク機能（みんなのお気に入り） 

家族のスケジュールをカレンダー形式にして管理・共有することが 

可能。週末の外出や家族旅行の予定を調整するのに役立ちます。 

●カレンダー機能 

自分宛てに届いた新着メールを外出先の携帯電話やノートパソコン 

でチェックできます。旅行に出かけるときなどに便利です。 

●お手軽メールチェッカー 

標準添付のUSBカメラが、設定した時間に室内を撮影。外出先 

から携帯電話などで、留守中のペットの様子などを確認できます。 

 

●留守番カメラ機能 FMFNS-101、FMFNS-201 C26WC/F、L20C/F

H O M E  N E T W O R KH O M E  N E T W O R K ( 1 )

◎ファミリーネットワーク　 
　ステーション 
　FMFNS-101 
 

◎ファミリーネットワーク 
　ステーション-T 
　FMFNS-201 
 
 

 
 
      
［2003年2月提供予定］ 
 

 
 
      
［2003年2月提供予定］ 
 

◎ホームサーバー 
　機能内蔵モデル 

◎ファミリーネットワーク 
　ステーションセットモデル 
 

C26WC/F

L20C/F 
 
 

CE21C/S

CE21C/ST 
 

1台のプリンタで、 

家族全員いつでも 

プリントできる。 

ハードディスクに 

保存した画像や映像を、 

みんなで共有できる。 

 

外出先から 

モバイルパソコン、 

携帯電話、PDAで 

ホームネットワークに 

アクセスできる。 

家中好きなところでパソコンを使える 

Smart Display。（L20C/S） 2003年2月提供予定 

＊ 写真のパソコンはFMV-DESKPOWER L20C/F（中央）、CE21C（右上）、FMV-BIBLO NB16C（上）、FMV-BIBLO LOOX S80C（左）です。プリンタはエプソンのPM-970C（別売）、携帯電話はNTTドコモのF251i（別売）、PDAは富士通のPocket LOOX（別売）、 

AUDIO NETWORK RECEIVERはオンキヨーのNC-500（S）（別売）、オーディオシステムはオンキヨーのFR-SX7（W）（別売）、ワイヤレスイーサネットアダプターはエレコムのLD-WL11/WEA（別売）です。 ＊1 FMFNS-101、CE21C/Sでは、ご購入時の状態で 

対応しておりません。ご利用になる際は、AzbyClubから対応のプログラム（無料）をダウンロードしてインストールする必要があります。 ＊2 ご利用になるには別途、エレコムのワイヤレスイーサネットアダプタ「LD-WL11/WEA」が必要です。ご購入前のお問い合わせ 

窓口：エレコム総合インフォメーションセンター  03-5337-3024［9:00-12:00/13:00-18:00 年中無休］＊3 ワイヤレスＬＡＮの電波通信距離は、見通し半径25m以内（周りに何もない環境において）です。ワイヤレスLANの特性上、近隣の電波環境、設置環境（建物の 

壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなったり、通信が出来なくなる場合がありますのでご了承ください。 
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DESKPOWER

TVアンテナ 

 テレビチューナーを 

搭載していないパソコン 

でも、いつでもテレビが 

見られる。 
（FMFNS-201） 

1本のインターネット 

回線で、家族が同時に 

ブロードバンドを 

楽しめる。 

BIBLO

・AUDIO NETWORK  
  RECEIVER 

・AUDIO SYSTEM 

 

PRINTER

ホームサーバー機能内蔵モデル 
（C26WC/F、L20C/F） 
または、ファミリーネットワークステーション 

詳しい使い方は、P.21をご覧ください。 

ネットワーク ラインアップ 

CDから取り込んだ 

曲を、リモコン操作可能 

なステレオや家中の 

パソコンで聴ける。＊1 
 

ワイヤレス対応の 

ためケーブルもなく、 

スマートな接続が 

可能です。＊2

WIRELESS  
ETHERNET ADAPTOR

携帯型液晶ディスプレイ“Sma r t  D i s p l a y（スマート

ディスプレイ）”なら、家中好きなところへ持ち運んで、好き

なスタイルでパソコン機能を利用できます。タッチパネル

採用により操作も簡単。

手軽にインターネットやメール

が楽しめます。＊3 

テレビチューナー搭載 テレビチューナー搭載 

表示画面タイプは3種類（FMFNS-101、 
CE21C/Sは2種類）から選べます。 

ホームネットワークをつなぐと、パソコンの楽しみが家中にひろがる。 
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H O M E  N E T W O R KH O M E  N E T W O R K ( 2 )

オプションのネットワークハードディスク-80GB（FMHD-80H1N、 

オープン価格、2003年2月提供予定）を利用すれば、大量の映像 

や音楽データを保存して、ハードディスクがいっぱいになってしまっ 

た場合も増設できます。  

 

ハードディスクを増設可能 

AzbyClub会員向けサービスとして、以下の機能を追加（無料ダウンロード 

により提供）することが可能です。 

●音楽サーバー機能「Net-Tune Server」（FMFNS-101、CE21C/Sのみ必要） 

●コンテンツフィルタ機能「i-フィルター」 

将来の機能アップにも対応 

◎将来性にも配慮しています。 
 

ファミリーネットワークステーションに添付されている「かんたんセットアップ」 

を使えば、専門的な知識がなくても家中のパソコンのネットワークを設定 

することができます。画面にそって進めていくだけの簡単操作です。 

 

簡単設定 

ファミリーネットワークステーションはセキュリティ機能を備えているため、 

安心してネットワークを楽しむことができます。 

●外部からの不正アクセスを防ぐ、ファイアウォール機能 

●有害サイトへのアクセスをユーザーごとに制限できるコンテンツフィルタ機能＊3 

＊3 ご購入時の状態では対応しておりません。ご利用の際は、AzbyClubからダウンロード（無料）して、インス 
　  トールしてください。         
 

安心セキュリティ 

 

◎簡単安心でホームネットワークをはじめられます。 

インターネット設定やファミリーネットワークステーションなど、ホームネットワーク 

環境全般のセットアップを、お客様のご自宅に直接お伺いして行います。 

セットアップサービス 

◎直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。 

◎ネットワークスタイルに合わせて選べるラインアップ。 

 

お問合せ先:PC家庭教師（有料） 
　      0120-37-2794   ＊電話番号は、十分にご確認のうえおかけください。 富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

お問合せ先:富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口　  
　      0120-950-222   ＊電話番号は、十分にご確認のうえおかけください。 

ご自宅での訪問修理を希望されるお客様には、訪問修理サービス（有料）を 

ご利用いただけます。 

訪問修理サービス 

＊1 音楽サーバー機能とコンテンツフィルタ機能は、ご購入時の状態では対応しておりません。ご利用の際は、AzbyClubからダウンロード（無料）して、インストールしてください。         
＊2 他のパソコンで視聴できるのは録画したテレビ番組のみです。        

ホームサーバー 
機能 

ワイヤレス 
ブロードバンド 
ルーター機能 
 

映像・音楽 
サーバー機能 
 

・24時間いつでも映像や音楽データを 
  家族で共有したい。 
・外出先からデータを取り出したい。 
 
 

   ○○＊1 

○ 

○ 

－ 

－ 

○ 

○ 

  ○○＊1 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
（タイムシフト機能）  

－ 

○ 

○ 

  ○○＊1 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
（タイムシフト機能）  

－ 

○ 

○ 

   ○○＊1 

○ 

○ 

○ 

○ 

  ○○＊2 

○ 

○ 

○ 

  ○○＊1 

○ 

○ 

○ 

○ 

  ○○＊2 

○ 

○ 

○ 

  ○○＊1 

○ 

  ○＊1 

○ 

○ 

－ 

－ 

○ 

○ 

  ○○＊1 

○ 

お手持ちの複数のパソコンを 
使って、手軽にホームネットワークを 

楽しみたい方 

パソコンの購入を検討中で、 
ホームネットワークを楽しみたい方 

・テレビをパソコンで見たり、録画して家中の 
  パソコンで視聴したい。 
・外出先から携帯電話やPDAで録画予約したい。 
 

・外出先から携帯電話やPDAで新着 
  メールを確認したい。 

・1台のプリンタを家中のパソコンで 
 共有したい。 

・外出先から携帯電話やPDAで家の 
  中の様子を確認したい。 
 
 ・家中のパソコンをワイヤレスで相互 
  接続したい。 
 
 ・家中のパソコンからワイヤレスで 
  インターネットに同時アクセスしたい。 
 
 ・子どもの有害サイトへのアクセスを 
  制限したい。 
 
 ・外部の不正アクセスから自宅の 
  パソコンを守りたい。 
 

 Webメール機能 
（お手軽メールチェッカー） 

 

プリント 
サーバー機能 
 

テレビ 
チューナー機能 
 

留守番カメラ 
機能 

ホーム 
ネットワーク機能 
 

コンテンツ 
フィルタ機能 

ファイア 
ウォール機能 

インターネット 
接続共有機能 
 

FMFNS-201 
［テレビチューナー搭載］ 

FMFNS-101

ファミリーネットワークステーション 
 

ホームサーバー機能内蔵パソコン ファミリーネットワークステーション セットモデル 

DESKPOWER 
CE21C/S

DESKPOWER 
CE21C/ST

DESKPOWER 
C26WC/F

DESKPOWER 
L20C/F

 

◎ご購入前の注意事項  

有線LANについて 

ワイヤレスLANについて 

音楽サーバー機能について 

プリントサーバー機能について 

デジタルカメラの取り込み機能について（FMFNS-101、FMFNS-201） 

コンテンツフィルタ機能「iフィルター」について 

著作権について 

ホームサーバー機能の24時間運用について 

モバイルアクセスについて 

接続可能なパソコンについて 

テレビ視聴/録画/録画予約について（FMFNS-201） 

お手軽メールチェッカーについて 

「FMWORLD.NET」のQ&A NAVI（http://www.fmworld.net/support/qa/frame/qanavi.html）でよくある質問を紹介していますのであわせてご確認ください。 

 ●接続可能なパソコンについて以下の条件を満たしている必要があります。 
  ・1999年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ 

  ・OS：Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 　     

    Professional、Windows XP Home Edition＊1、Windows XP Professional＊1 
    ＊1 メモリ256MB以上が必須です。 
  ・ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 5.0以降またはNetscape Navigator 4.6以降 

  ・HDD空き容量：20MB以上　   ・最大表示色：16bitカラー（65,536色）以上　  

  ・解像度：800×600ドット以上   ・ネットワーク機能：有線LANもしくはワイヤレスLAN装備 

   （有線LAN/ワイヤレスLAN接続を合わせて10台以下を推奨） 

  ・通信環境：ADSL、CATV、FTTHのみ（ブロードバンドモデムが別途必要となります） 

    また、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能を利用するには上記の他に 

    以下の条件を満たしている必要があります。 

  ・2001年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ 

  ・OS：Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 

  ・CPU：1GHz以上のIntel Pentium III、Pentium4、Celeron、AMD Athlon XP、Athlon、Duron 

  ・その他：DVDの再生が可能かつテレビチューナー非搭載 

　 なお、接続確認情報については「FMWORLD.NET」 

　（http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）でご確認ください。 

 

●ファミリーネットワークステーションやホームサーバー機能内蔵パソコンはワイヤレスLAN
　アクセスポイントであり、他のアクセスポイントにクライアントとして接続することはできま
　せん。また、クライアントパソコン用のワイヤレスLANカードは標準添付しておりません。 
●ワイヤレスLAN環境でご使用になる場合は、IEEE802.11bに準拠した当社製ワイヤレス 
　LANカードまたは当社製ワイヤレスLAN内蔵パソコンが必要です。なお、他社製品を
　含めた動作確認情報は「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）
　でご確認ください。また、IEEE802.11aでの通信には対応しておりません。 
●ワイヤレスＬＡＮの電波通信距離は、見通し半径25m以内（周りに何もない環境において）
　です。ワイヤレスLANの特性上、近隣の電波環境、設置環境（建物の壁や扉の構造・
　材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなったり、通信が
　できなくなる場合がありますのでご了承ください。 
●ワイヤレスLANで同時にアクセスすることは可能ですが、有線LAN/ワイヤレスLAN接続を
　合わせて10台以下を推奨します。また、映像を受信する際は1台のみの利用を推奨します。 
●Bluetooth対応機器、電子レンジなど2.4GHz帯の周波数を利用する電子機器の近く
　で利用すると、通信状態に影響の出る場合があります。 

      ワイヤレス製品使用上の注意 

     この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤ      

     レスLANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小      

     電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 

     1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。 

     2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、       

        使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。 

      3.ワイヤレスLANでの通信とBluetoothでの通信を同時に使用することはできません。 

      4.ワイヤレス製品は日本仕様のため、日本以外ではご使用になれません。 

●複数のパソコンから同時に映像を視聴/再生する際は、コマ落ちや音飛びが発生する可能
　性があるため1台での使用を推奨します。また、ワイヤレスLAN経由で視聴/再生する場合、
　設定を節約画質にしてください。 
●テレビ視聴/録画/再生中にインターネットなどの通信をすることは可能ですが、大量の
　データ通信を同時に行うと、音や映像が乱れる可能性があります。 
●連続で録画およびタイムシフトできる時間は最長3時間です。タイムシフトで一時停止や
　逆方向スキップができるのは、タイムシフトモード開始時から3時間以内の範囲です。 

●著作権保護の観点から、ストリーミング再生を行っております。音楽データを再生
　する機器に複製することはできません。 
●著作権保護の観点から、再生は家庭内の機器からのみ可能です。また、同時に再生できる
　機器の数を制限しています。 
●オーディオシステムから再生する場合、オンキヨーのAUDIO NETWORK RECEIVER
　（NC-500（S）、別売）が必要です。 
●FMFNS-101、CE21C/Sは、ご購入時の状態では音楽サーバー機能に対応しておりま
　せん。AzbyClubへのユーザー登録が必要です。また、AzbyClubから対応のプログラム
　（無料）をダウンロードしてインストールする必要があります。 
●音楽サーバーとして利用する場合、パソコンが以下の条件を満たしている必要があります。 
  ・OS:Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 
●著作権保護方式対応の音楽ファイルは扱えません。 

●USB接続のプリンタのみ対応しています。なおUSB2.0には対応していません。 
●常時プリンタを利用するためには、プリンタの電源を入れておく必要があります。 
●ファミリーネットワークステーションに接続するプリンタはUSBインターフェイスを備え
　ており、Windowsでリモートプリンタとして使用できるプリンタのみです。プリンタに添付
　の各種ユーティリティはご使用になれない場合があります。他社製プリンタの
　動作確認情報は「FMWORLD .NET」 
　（http: / /www.fmwor ld.net / index_sinfo_p.html）でご確認ください。 

デジタルカメラのメディアをPCカードスロット経由で取り込む必要があります。 
他社製品を含めたPCカードアダプタの動作確認情報は「FMWORLD .NET」
（http://www.fmworld.net/ index_sinfo_p.html）でご確認ください。 

●ご購入時の状態では対応しておりません。 
●AzbyClubへのユーザー登録が必要です。また、AzbyClubから対応のプログラム
　（無料）をダウンロードしてインストールする必要があります。 
●無償アップデートできる期間は使用開始後1年間です。 

●AzbyClubへのユーザー登録と設定が必要です。 
●パソコンでアクセスする場合、パソコンが以下の条件を満たしている必要があります。 
 ・ブラウザ:Microsoft Internet Explorer5.0以降またはNetscape Navigator4.6以降 
●携帯電話やPDAの動作確認情報は「FMWORLD.NET」 
　（http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）でご確認ください。 
●モバイルアクセスをご利用になるにはルーター機能付きブロードバンドモデムをブリッジ
　モードにする必要があります。プロバイダーによってはブリッジモードでの使用を推奨してい
　ない場合がありますので、事前にご確認ください。 
●プライベートIPアドレスを割り当てるプロバイダーの場合、モバイルアクセスサービスは
　利用できません。 

音楽や画像・映像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ
形式の変換を含む）や画像・映像の複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人
で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像・映像をネットワーク上で配信するなど、
上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。 

本製品には、有寿命部品（HDD）が含まれております。ファミリーネットワークウェア・テレビ
機能・コンテンツフィルタ機能・音楽サーバー機能を使用した場合、HDDにアクセスします。
そのため、長期間これらの機能を連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になり
ます。ただし、HDDは一定時間アクセスがない場合、自動的に停止するため、通常の使用
状態で24時間運用しても問題ありません。 

●ファミリーネットワークステーションやパソコン本体にはLANケーブルを添付しておりません。 
　有線LAN接続をする際には、別途LANケーブル（ストレート）を用意する必要があります。 
●複数台を有線LANで接続する際は、別途ハブが必要となります。 

●対応プロトコルはPOP3のみです。HotmailなどのWebメールや携帯電話/PHSのメール
　には対応しておりません。また、メールサービスを提供しているプロバイダーの方針に
　よっては利用できない場合があります。詳しくはメールサービスを提供しているプロバイダー
　にご確認ください。 
●メール本文と添付ファイルの有無のみ閲覧できます。 

●視聴/録画する際には、「TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション」を
　ご利用ください。 
●「TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション」と「G-GUIDETMfor Windows®   
　System」は、1台のパソコンにインストールできます。また、「MediaStage for ファミ
　リーネットワークステーション」は、4台のパソコンにインストールできます。 
●ファミリーネットワークステーション-Tを通して表示される映像は、MPEG2変換がなさ  
　れるため、実時間より2秒程度再生が遅れます。ファミリーネットワークステーション-T 
　に録画した映像データの再生はファミリーネットワークステーション-Tと接続したパソコン 
　でのみ可能です。 
 



I N T E R F A C E B R O A D B A N D

ブロードバンドなら、FMVにおまかせ。 
新しい遊びが待っている。 

インターネット（＠nifty） 

◎あなたに最適の接続方法でブロードバンドへ。 

◎ブロードバンドの楽しさひろげる、 
　多彩な周辺機器。 

＊パソコンとパソコンに付属するインターフェイス以外は別売もしくは接続業者からのレンタルとなります。＊通信環境などにより、最大
速度がでないことがあります。 ＊1 接続されている機種により通信速度が異なります。＊2 提供会社により最大通信速度が異なり
ます。なお、上りは最大512～900kbpsです。 ＊3 ワイヤレスブロードバンドルータやファミリーネットワークステーション、Cシリーズ（C26WC/F）、
Lシリーズ（L20C/F）と接続する場合、USBタイプを除くADSLモデムのみ接続可能です。また、ADSLモデムをブリッジモードにして
ください。 ＊4 提供会社により最大通信速度が異なります。 ＊5 CE21C/S、CE21C/STのみ。＊6 日本国内のNTTアナログ一般
回線のみ使用可能です。 

 携帯電話接続用 
 USBケーブル 
（オプション）  PHS接続用 

 USBケーブル 
（オプション） 

   携帯電話 
     　（最大64kbps/9.6kbps）＊1 

 

ISDN回線 
（フレッツ・ISDN含む） 
（最大128/64kbps） 

PHS 
（最大64/32kbps）＊1 

 

電話回線 
（最大56kbps） 

 cdmaOne 
 接続用 
 USBケーブル 
 （オプション） 

ワイヤレス 
ステーション＊6 
（BluetoothTM対応） 

（オプション） 

PHS
TA機能付 

ネットワークステーション 
（オプション） 

携帯電話 ADSLモデム＊3 ケーブルモデム 回線終端装置 

スプリッタ 

ワイヤレスブロードバンドルータ 
（オプション） 

ワイヤレスブロードバンドルータ 
（オプション） 

ケーブルインターネット 

ブロードバンドインターネット 

 

光ファイバー（FTTH） 
（最大10～100Mbps）＊4

CATV 
（最大10数Mbps）＊4

ADSL 
（下り最大1.5～12Mbps）＊2

インターネット（＠nifty） 

ADSLモデム＊3

スプリッタ 

ケーブルインターネット 

ブロードバンドインターネット 

 

光ファイバー（FTTH） 
（最大10～100Mbps）＊4

CATV 
（最大10数Mbps）＊4

ADSL 
（下り最大1.5～12Mbps）＊2

ワイヤレス製品
＊A
・BluetoothTM製品

＊B
使用上の注意

 

＊A ワイヤレスブロードバンドルータ、ワイヤレスLANカード、ワイヤレスLAN搭載モデル、ファミリーネットワークステーション  
＊B ワイヤレスステーション（BluetoothTM対応）、BluetoothTMPCカード 

※1 インターネットプロバイダーのIDを同一IDで使用の場合のみ、複数のパソコンで同時にインターネットを利用できます。AOLなどの
アプリケーションを必要とするプロバイダーでは本装置はご利用になれません。ワイヤレスブロードバンドルータ『FMWBR-102』1台に
対してワイヤレスLANカード10台以下で使用することを推奨します。 ※2 心臓用ペースメーカなどの医療機器からは22cm以上離して
ご利用ください。 ※3 ワイヤレスＬＡＮの電波通信距離は、見通し半径25m以内(周りに何もない環境において)です。ワイヤレスLANの
特性上、近隣の電波環境、設置環境（建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短く
なったり、通信が出来なくなる場合がありますのでご了承ください。 ※4 ワイヤレス通信を行う場合には、外部からの不正なアクセスを
防ぐため、暗号化やアクセス制限等の設定をすることをおすすめします。 ※5 推奨見通し半径50m以内ですが、壁の有無など使用環
境により、通信範囲は異なります。 

この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ライン
などで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用
されています。 

1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、
速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。3.ワイヤレスLANカードとBluetoothTMPC
カードを同時に使用することはできません。4.ワイヤレス製品は日本仕様のため、日本以外ではご使用になれません。 

ワイヤレスブロードバンドルータ※1、2、3、4  
FMWBR-102  オープン価格 

 

ワイヤレスLANアンテナ 
 FMV-WANT1  希望小売価格:9,000円（税別）  

CE21C/S、CE21C/ST用 

cdmaOne接続用USBケーブル 
FMV-CBL104  希望小売価格:4,200円（税別） 

 

PHS接続用USBケーブル 
FMV-CBL12S、FMV-CBL15S 
希望小売価格:4,200円（税別） 

ワイヤレスLANカード（PCカード）※2、3  
FMV-JW182  オープン価格 

ワイヤレスステーション（BluetoothTM対応）※5  
FMWT-401 希望小売価格:35,100円（税別） 

BluetoothTM PCカード※5  
FMV-JW282 希望小売価格:16,800円（税別） 

TA機能付ネットワークステーション   
FMNS-101希望小売価格:41,800円（税別） 

 
 

携帯電話接続用USBケーブル   
FMV-CBL11S  希望小売価格:4,200円（税別） 

 

携帯電話／PHSの最新動作確認機種情報は、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」 
（http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）内の「携帯電話／PHSの動作確認機種情報」でご案内しております。 

＊「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。 

ケーブルモデム 回線終端装置 

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

ファミリーネットワークステーションまたはホームサーバー機能内蔵モデル（C26WC/F、L20C/F） 

つながるから、楽しみひろがる。 
音楽・映像の中心にいつもFMVがある。 

ビデオ出力 
（Sビデオ）端子 

PCカードスロット＊11

＊ 写真のパソコンはFMV-DESKPOWER C24WC/Mです。機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。 ＊ 以下の注釈につきましては、 お問い合わせ、電話番号［営業時間］、その他の順で表記しています。 ＊1 富士写真
フイルムお客様コミュニケーションセンター 03-3406-2982［9:30～17:00 土・日・祝日を除く］ ＊2 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］ ＊3 ソニーお客様ご相談センター ナビダイヤル
0570-00-3311（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）携帯電話、PHSでのご利用は、03-5448-3311まで［月～金9：00～20：00 土・日・祝日9：00～17：00］メモリースティック対応製品については、詳しくは右記のサイトを
ご覧ください。http://www.memorystick.com/ ＊4 カラリオインフォメーション ナビダイヤル0570-00-4116［月～金9：00～20：00 土10：00～17：00 祝日およびエプソン販売指定の休日を除く］ ＊5 キヤノンお客様相談センター ナビ
ダイヤル0570-01-9000 ［平日9:00～20:00 土・日・祝日10:00～17:00 1月1日～3日を除く］ ＊6 （株）オーディオテクニカ 相談窓口 042-739-9161［平日9:00～12:00、13:00～17:30］e-mail:support@audio-technica.co.jp ホームページ 
:http://www.audio-technica.co.jp/ ＊7 詳細は、P.34またはP.46のオプションをご覧ください。 ＊8 C24WC/M、C26WC/F、L20C/Fのみ標準添付。詳細は、P.36のAzbyClub Selection（http://www.fmworld.net/selection/）でご覧ください。 
＊9 C26WC/F、L20C/Fのみ標準添付。その他の機種でご使用の場合は別途USBカメラの購入が必要です。詳細は、P.36のAzbyClub Selection（http://www.fmworld.net/selection/）でご覧ください。 ＊10 別途携帯電話接続用USB
ケーブルが必要です。詳細はP.34をご覧ください。 ＊11 うち１スロット（右側）はメモリーカードリード/ライト機能付きPCカードスロットです。CEシリーズは対応しておりません。また、著作権保護方式には対応しておりません。  

P.15、 
P.19ヘ 
 

P.15、 
P.19ヘ 
 

P.15、 
P.19ヘ 
 

P.22ヘ P.22ヘ P.31ヘ P.25ヘ P.29ヘ P.28ヘ P.30ヘ P.23ヘ P.25ヘ P.23ヘ 

　詳しくは、DESKPOWER STYLE BOOK各対応ページをご覧ください。＊アイコンの説明はP.45をご覧ください。 

▲
 

デジタル ビデオカメラ 
パナソニック『NV-MX5000』＊2

ワイヤレスLANカード（PCカード） 
『FMV- JW182』＊7

BluetoothTMPCカード 
『FMV-JW282』＊7

デジタル ビデオカメラ 
パナソニック『NV-MX5000』＊2

デジタルカメラ 
パナソニック『DMC-F1』＊2

デジタル ビデオカメラレコーダー  
ソニー『DCR-PC101K』＊3

“メモリースティック”デジタルスチルカメラ  
ソニー『DSC-P2』＊3

デジタルカメラ 富士写真フイルム 
『FinePix F402』＊1

カラーモバイルスキャナ 
『RS-C40U』＊7

携帯電話 
NTTドコモ「F251i」＊10

USBカメラ＊9Net MDレコーダー 
パナソニック『SJ-MR250』＊2

ソニー 
『Net MDウォークマンMZ-N10』＊3

プリンタ 
エプソン『PM-970C』＊4

スキャナ 
キヤノン『CanoScan 8000F』＊5

 
MOドライブ 

　『DMO-1300U2』＊7

ヘッドホン オーディオテクニカ 
『ATH-AD5』＊6

ホームシアターシステム 
ソニー『HT-BE1』＊3

メモリーカードリード/ライト用アダプタ＊8PCカードアダプタ 
富士写真フイルム『DPC-AD』＊1

ドルビーデジタル 
5.1チャンネル 

DVDマルチ 
ドライブ 

IEEE1394（DV）端子 
 

ヘッドホン／ 
光デジタル 
オーディオ出力端子 
 

USBコネクタ 

USBコネクタ 

ブロードバンド 
ポート（LAN） 

モデム 

テレビ機能 

液晶プロジェクター  
ソニー『VPL-HS10』＊3
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FMV-DESKPOWER

モデム USBUSB ブロードバンド 
ポート（LAN） ブロードバンドポート（LAN） 

ブロードバンド 
ポート（LAN） 
またはUSB

ブロードバンドポート（LAN） 
またはUSB

BluetoothTM 

PCカード（オプション） 
 

 
 

ワイヤレスLAN 
搭載モデル＊5または 
ワイヤレスLANカード 

（オプション） 

ワイヤレスLAN 
搭載モデル＊5または 
ワイヤレスLANカード 

（オプション） 

ワイヤレスLAN搭載モデル＊5 
またはワイヤレスLANカード（オプション） ブロードバンドポート（LAN） ワイヤレスLAN搭載モデル＊5 

またはワイヤレスLANカード（オプション） 

FMV-DESKPOWER FMV-DESKPOWERFMV-DESKPOWER

通常のパソコンを利用する場合 

ファミリーネットワークステーションやホームサーバー機能内蔵モデル 
（C26WC/F、L20C/F）を利用する場合 



3535 36

S U P P O R T & S E R V I C E

◎買ったらすぐに！ 

◎困ったときのサポートパートナー「富士通サービスアシスタント」※2

◎電話でサポート 

◎AzbyClubホームページでサポート 

FMVに関する技術相談とWord、Excel に関する基本的な操作の支援を行います。 

お問い合わせ内容や連絡希望日時を予約していただくとAzbyテクニカルセンターからご希望の日時にお電話を差し上げるサービスを
開始します。また、ご自身のサポート利用実績（受付件数・問い合せ方法）が、ご確認できます。（2003 年 2月よりサービス開始予定） 

無料（24時間・365日※4受付） 

FMVシリーズに関する技術相談 

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） 

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） 

パソコンのセットアップから基本的な操作まで！パソコンのセットアップから基本的な操作まで！ 

◎登録ユーザー様向けの24時間・365日※4フリーダイヤルサポート 

「トラブル解決」でパソコンが 
 ナビゲーション 

            ハードウェア診断 
トラブル箇所をパソコンが 
自己診断。 

            情報検索 
文章やキーワード入力に 
よる自然文情報検索。 

            インターネット検索※3 

インターネットの最新情報 
から解決方法をアドバイス。 

トラブル箇所の診断から解決方法までFMVがナビゲーション。
それでも解決しない場合は、サポート担当者とのメッセージ交換で
問題解決へ。 

保証期間が過ぎても、お引き取り＆お届けの送料は無料。お引き取りから

お届けまで約7日間※5で対応しています。 

 

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。 
・電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかけください。 

 技術相談 

 （11件目以降有料） 

Word/Excel  

操作相談（有料） 

 故障・修理について 

0120-950-222
 ゴー  マル          フ      ジ     ツー 

Azbyテクニカルセンター（登録ユーザー専用） 

サポート担当者とのメッセージ交換によりトラブル解決！ 

※お問い合わせ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。※お支払いはクレジットカードのみ

のご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただくと割引

になります。（入会費/年会費無料）※2001年6月1日以降の

ご質問よりカウントを開始しております。※既にFMVをお持ちの

お客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・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。また、2001

年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をして

いただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。 

早い! 便利 ! 手間いらず! 富士通のパソコン修理便 

サポートボタンをPush!

オンラインアシスタント※3

キュー

＊各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。 
※1 体の不自由な方や高齢の方のために文字色と背景色のコントラストを高くして見やすくしたり、テキストを付記して読上げソフトウェアとの親和性を高めるなどの取り組みです。※2 一部のCATVインターネットやネットワークなどでご利用の場合、インター
ネットの接続の設定によっては動作しないことがあります。LANの設定を変更することにより、ご使用いただける場合もあります。詳しくは、FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/）でご案内しております。※3 Step3とStep4をご利用になるには、インター
ネットへの接続設定およびユーザー登録が必要です。また、接続料金はお客様負担となります。※4 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部のサービスは有料
となります。※5 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4～5日遅れる場合があります。 

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） 

お問い合わせ10件目まで 

お問い合わせ11件目より有料 

お問い合わせ1件目より有料 

AzbyClubホームページへ！ 
・つねに最新の情報にアップデート。

・メモリの増設方法などを動画で見られる。 

フレッシュインフォ サービス 

FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLOシリーズ、ファミリーネットワークステーションをご購入いただいたお客様向けの 

会員組織です。ユーザー登録していただくと、自動的にAzbyClub会員として登録されます。（入会費/年会費無料） 

お客様がお持ちのソフトウェア情報をもとに、搭載ソフトウェアやご購入ソフトウェアの最新バージョンをお知らせします。 
お客様のパソコンにぴったりのお得情報をEメールやホームページでご案内するサービスです。 

その他にもお客様のパソコンライフを応援する、楽しく便利なコーナーが続々登場！ ご期待ください。 

AzbyClubホームページ 
ご入会はユーザー登録するだけ。さぁ、今すぐアクセス! アズビィ  　  クラブ 

ht tps : // www. fmworld. net /azby/

◎一人ひとりに最適なサポート＆サービスを提供！ AzbyClub（アズビィクラブ） 

STEP 1 STEP 4

STEP 2

STEP 3

■周辺機器  
Web限定のお買い得アイテム!

■ソフトウェア 

AzbyClub通信では、お得なキャンペーン、ショッピング情報やパソコン活用情報、AzbyClubの使い方まで、楽しく役立つ情報を、Eメールで 
定期的にお届けします。最新ドライバ情報メールでは、お客様の機種にあわせたドライバ更新情報をお届けします。 
 

搭載ソフトのアップグレード版、パソコンの使い方をひろげる市販のソフトウェア、ご購入前に無料体験でき、いつでもお好きなときに購入いただけるダウンロードソフトコーナーも充実の品揃えです。 

 

音楽CD/DVD、ホテル/航空チケットの予約、書籍、教育、おもちゃなど、パソコンでカタログショッピングが楽しめる「デジタル通販カタログ」をはじめ、毎日の生活を豊かにする提携サービスをご用意しております。 

インターネット電話や 
テレビ電話を楽しむ！ 

デジタルカメラやデジタル 
ビデオの画像を取り込もう！ 

BluetoothTM通信で、 
音楽をもっと楽しもう！ 

USBポートに挿すだけで 
BluetoothTM通信が使える！ 

簡単ＵＳＢ接続の 
ポータブルフロッピーディスクドライブ 

●AzbyClubポイント 
AzbyClub内のショッピングや、AzbyClubカード入会等により、AzbyClubポイントが発行され 
ます。たまったポイントは、AzbyClubでのポイント対象商品ご購入の際にご利用いただけます。 

アズビィ   クラブ 

●AzbyClubカード 
お客様のユーザー登録番号を刻印した、特典たっぷりのAzbyClub会員専用のクレジット 
カードです。（入会費/年会費無料） 

アズビィ   クラブ 

●AzbySOHO

h t tps : / /www . fmwor ld .ne t / soho /

アズビィ   ソーホー 

●AzbyMobile

h t t ps : / /www . fmwor ld .ne t /mob i l e /

アズビィ   モバイル 

ＵＳＢカメラ ＦＤＤユニット（ＵＳＢ） メモリーカードリード/ 
ライト用アダプタ 

 Eメールでサポート 
（無料） 

AzbyClubホームページ内「Azby テクニカルセンター」にある専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付けております。回答はご登録いただいた 
Eメールアドレスに返信いたします。※回答には若干お時間をいただくことがあります。 

困ったときは・・・ 

＊「画面で見るマニュアル」は、「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」※1に対応しています。 

＊一部のサービスは有料になる場合があります。 ＊デザインは変更することがあります。 ＊「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」※1に対応していきます。 

※その他に持ち込み修理/訪問修理（有料）もご用意しております。※AzbyClubホームページや携帯電話から修理状況の確認ができます。 

親切マニュアル（冊子） 画面で見るマニュアル＊ 

この他にも、期間限定の特価商品をはじめ、デジタルカメラ/プリンタ/LAN関連商品など、FMVをパワーアップさせる豊富な周辺機器や、ユニークなグッズを多数ご用意しております。 

会員価格￥4,980
会員価格￥2,480

会員価格￥1,480ヘッドセット 
会員価格￥980

ＡＩＲＪＵＫＥ 
会員価格￥13,800

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈTM ＵＳＢアダプタ 
会員価格￥4,980

会員特別価格￥2,980※A
※A 2003年春モデルご購入の方には会員特別価格で 
ご提供！（販売期間：2003年5月30日まで） 

AzbyClub Selection 
アズビィ 　クラブ　 　　  セレクション  

メール配信 
サービス 
 

パソコンの使い方、活用はこちら！ 
イラストなどでわかりやすく説明している
マニュアルです。また、困ったときや、
ちょっとした疑問はQ&Aで解決！ 

安心サポート＆充実サービスで、パソコンライフを応援します。 

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

あなただけのトップページ 
お客様のパソコンに関する最新情報を表示。 

また、ニュースや天気予報、占いなども毎日掲載します。 

パソコン活用情報 
FMVのいろいろな楽しみ方をご紹介する「FMVで遊ぼう」のほか、 

「ウイルス・セキュリティ講座」「なるほどPC雑学」など、パソコンの 

ノウハウや活用法をご紹介。タイピング練習コーナーも常設しています。 

サポート情報 
Q&Anaviでは、Q&A事例をカンタン検索。 

ダウンロードサービスでは、最新のドライバやBIOSをご提供します。 

コミュニティー 
 お客様同士の情報交換ができる掲示板サービスをご提供して 
います。パソコン、インターネットに関する情報交換の他、さまざまな 

テーマで話し合えるお客様参加型のコーナーです。 

素材ダウンロード 
 FMVオリジナル壁紙や毎月のテーマに合わせた壁紙をダウンロード 
できます。お好みに合わせてご利用ください。 

サービス 
スケジュールやイベント情報を表示できるイベントカレンダーや、 

楽しいイラストのハガキなど、使えるサービスがいろいろです。 

お客様のパソコンライフをより快適に、生活をより便利にするために、各種セレクトしたアイテムをご提供するサービスです。 

※AzbyClub Selectionサービスをご利用いただくには、事前に対象となるFMVユーザー登録が必要です。※サービスのご利用はすべてインターネットでの手続きとなり、電話/FAXによる受付は行っておりません。※AzbyClub Selection
〈ショッピング〉の詳しいご利用方法は、2003年春モデル本体に同梱の冊子「サポート＆サービスのご案内」をご覧ください。※上記価格はすべて税別です。 

ショッピング 

提携サービス 

FMVの使い方をひろげる周辺機器やソフトウェアをAzbyClub会員様にご提供。 

生活に役立つ便利なサービス/情報をAzbyClub会員様にご提供。 

サービスのご利用は、AzbyClubホームページから  h t t ps : / /www . fmwor l d . ne t / a zby /



F M V  U T I L I T Y D I S P L A Y

手になじむ、疲れない。 
使いやすさという高機能もある。 

ハイクオリティな画質＆サウンド。 
こだわりのディスプレイ。 

●音に臨場感を生むタイムドメインスピーカーTM内蔵 

●原音を忠実に再現する「タイムドメイン理論」 

●タイムドメインを実現する構造 

豊かなリアリティと淀みのないクリアなサウンドを生み出す、タイムドメインスピーカーTM。とりわけピアノや

弦楽器などのアコースティックな音源の再生にすぐれ、プロアーティストが感情をこめた微妙な声や

演奏をより鮮明に表現します。さらに、デジタルアンプ搭載によりノイズを低減します。 

「音が発生した瞬間から消失するまでの波形を、時間の経過とともにとらえ、

忠実に再現する」。この理論から誕生したタイムドメインスピーカーTMが、

従来のスピーカーとは異なるリアルなサウンドを生み出します。 
〈タイムドメイン理論についての説明はこちらをご覧ください。〉

http://www.timedomain.co.jp/tech/tech.html

スピーカーユニットを可能な限りシステム
の中に浮かせることにより、音の発生
時に起こる振動や残響を抑えます。 

スピーカーユニットをグランドアンカー（お
もり）に固定。音を発生する際に理想
的な振動板のピストン運動が得られます。 

円筒型のスピーカーシステム採用によ
り、内部の反射音が起こす共鳴を可
能な限り抑え、忠実に音を再現します。 

●角度と高さを調節可能 

2ヵ所の可動部を設けたダブルヒンジ機構

を採用。＊1画面の高さと角度を自由に

調節できるので、快適に利用できます。 

●キーボードを収納可能 

ディスプレイの下にキーボ

ードを収めることができる

ため、机の上をすっきりと

使えます。 

ディスプレイ対応表 

品名 

 セットモニタ 

あざやかウィンドウ設定 

高輝度低反射スーパーファイン液晶 

i -Pane l  

高解像度表示 

sRGB表示 

高さ調節 

キーボード収納 

スピーカー 

ドルビーバーチャルスピーカー＊1 

 

C24WC/M、C26WC/F 

 
１７型ワイドデジタル液晶 

 ◯（ACC対応） 

 ◯（スーパーファイン液晶） 

◯  

◯（1,280×768ドット） 

― 

○ 

○ 

タイムドメインスピーカーTM内蔵 

○ 

CE21WC/M 

 
１７型ワイドデジタル液晶 

 ◯（ACC対応） 

◯（スーパーファイン液晶） 

―  

◯（1,280×768ドット） 

― 

○ 

○ 

タイムドメインスピーカーTM内蔵 

○ 

Lシリーズ 

 
１7型ワイドデジタル液晶 

― 

 ◯（スーパーファインパネル） 

―  

◯（1,280×768ドット） 

― 

― 

― 

トランソニックスピーカー内蔵 

○ 

C24SC/M 

 
16型デジタル液晶 

－ 

－ 

― 

◯（1,280×1,024ドット） 

－ 

◯ 

◯ 

 液晶内蔵 

○ 

 

 

CE21C、CE21C/R、CE21C/S、 
CE21C/ST、C20C、C24C、C24C/R 

15型デジタル液晶 

－ 

－ 

― 

－ 

－ 

－ 

◯ 

液晶内蔵 

○ 

 

CE207C 

 
１７型高輝度フルフラットCRT 

◯ 

－ 

― 

－ 

◯ 

－ 

－ 

  外付け  

   －（外付けスピーカーで対応） 

  

 

■17型ワイドデジタル液晶 ■本体 

■キーボード 
その他の便利機能 （17型ワイドデジタル液晶、16型デジタル液晶、15型デジタル液晶） 

●“あざやかウィンドウ”で動画画面を明るく表示 
“あざやかウィンドウ”がテレビやDVDソフトなどの動画画面を最
適な画質・明るさで表示します。映像の種類に合わせて動画表示
画質モードを選択できるので、動画観賞がより一層楽しくなります。 

●動画を自動的にくっきり表示 
ACC回路搭載により、自動的にコント
ラストを最適化。くっきりとした映像を
表示します。 
 

動画をより明るくきれいに表示 （17型ワイドデジタル液晶、17型高輝度フルフラットCRT） 

シリンダー・ 
コンストラクション 

グランドアンカー 

フローティング 
ユニット 

インパルス応答による 
従来のスピーカーとの比較 

＜ACC回路搭載＞ ＜非対応＞ 

●低反射スーパーファイン液晶 

液晶画面にツヤのある処理を施し、輝きのある

あざやかな画面表示を実現。

低反射対応で映り込みを

防ぎます。 

＜通常表示＞ 

●高解像度表示で1.7倍の情報量 

大画面・高解像度表示 （16型デジタル液晶） 

高音質スピーカー （17型ワイドデジタル液晶） 

文字入力時の手への負担や疲労を低減。長時間の

使用も快適です。 

パームレスト 

●液晶一体型のL
シリーズなら、電源
ケーブルを接続する
だけでOK。 
 

●さらに、ワイヤレスキーボード/
マウス採用モデル（C24WC/M、
C26WC/F）においても、電源ケー
ブルのほかは、ディスプレイと
本体をつなぐケーブルがある
だけ。初心者の方でも、その日
からパソコンをはじめられます。 

簡単セットアップ 

ケーブルをなくすことにより、レイアウトフリーを実現。

電源のON/OFFも可能です。＊5

ワイヤレスキーボード 

（レベル） 

0

-0.2

0.2

（時間） 
0 0.5秒 

従来のスピーカー 
タイムドメインスピーカーTM

1,024

1,280

768

1,024

1,024

薄型・狭額縁の16型デジタル液晶は、SXGA

（1 , 2 8 0×1 , 0 2 4ドット）の高解像度表示で、

XGA（1,024×768ドット）表

示に比べ、約1.7倍の情報

量を表示します。 

タイムドメインスピーカーTMあざやかな画面表示 （17型ワイドデジタル液晶） 

＊1 15型デジタル液晶は角度のみ調節可能です。 

■マウス ■リモコン 
テレビやDVDを手軽に操作

できる、便利なリモコンを添付。

CD /DVDドライブの開閉も

できます。＊5

●ワイヤレスマウス＊5 

ケーブルをなくすことにより、快適な操作性を実現。 
デスクの上を自由に使えます。 

●光学式マウス＊5 

スムーズな操作感。＊8メンテナンスも手軽です。 

●シングルクリック設定 
ご購入時は、初心者やシニアの方にやさしいシングルクリック設定です。＊9

読みやすい書体を採用し、さらに文字の大きさも

拡大。視認性にすぐれています。 

キートップ 
S &

6と お 
お S &

6と お 
お 

メールやインターネットなど、よく使うソフトをボタンひとつで起動させます。 

ワンタッチボタン 

自動的にインターネットに接続＊6し、「@メール」を起動。新着 

メールがあれば、i-Panelやメール着信ランプで知らせます。 

「Mic roso f t® I n te rne t  Exp lo re r」を起動させて、 
インターネットに自動接続＊6します。 

ワンタッチで「@メニュー」を起動。目的からソフトを 
検索することができます。 

ワンタッチで「FMかんたんバックアップ」を利用して、パソ 
コンの設定情報やファイルなどのバックアップがとれます。 

「富士通サービスアシスタント」を起動。パソコンについて 
わからないことがあれば、すぐに調べることができます。 
 

メールボタン 

インターネットボタン 

メニューボタン 

バックアップ 

サポートボタン  

＜“あざやかウィンドウ”表示＞ 

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

新着メールが届くと、光と音で楽しく知らせます。＊3
メール着信ランプ 

液晶画面の前面にツヤのあるパネルを採用。

輝きのあるあざやかな画面を表示します。 

スーパーファインパネル 

＊4

＊1
＊2

＊7

17型ワイド 
デジタル 
液晶のみ 
 

利用する人に合わせ、画面の角度を調整できます。 

角度調整 

旧 新 

＊1 ご利用の際は、設定が必要です。 

＊1 写真はFMV-DESKPOWER C24WC/Mです。 ＊2 写真はFMV-DESKPOWER L20C/Fです。 ＊3 C24WC/M、C26WC/Fはメール着信ランプのかわりに17型ワイド液晶ディスプレイのi-Panelにメール着信を表示します。 
＊4 写真はワンタッチボタン付ワイヤレスキーボードです。 ＊5 機種によって対応しておりません。詳細はP.45～46でご確認ください。 ＊6 インターネットを利用できる環境が必要です。また、インターネットサービスプロバイダーの接続料やアクセス
ポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。 ＊7 写真はスクロール機能付光学式マウス（USB）です。 ＊8 操作面の状態によっては正しく動作しないことがあります。 ＊9 ダブルクリックに設定変更することもできます。 

本体との間にキーボード/

マウスのケーブルを通せ

るので、机の上はスッキリ。 

フレキシブルベースTM（設置台） 

＊1＊2

◎液晶表面から細かな凹凸 

をなくすことで内光の拡散を 

おさえるスーパーファイン液晶。 

◎映り込みを低減し、クリア 

な画面表示を実現する低 

反射コーティング。 

内光 

液晶表面 

外光 

低反射 
コーティング 
ハードコート 
保護層 

低反射 
コーティング 
ハードコート 
保護層 
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オールジャンル使えるソフト満載。 
FMVなら、買ったその日から楽しめる。 
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S O F T W A R E ( 1 )

百科辞典が1枚のCD-ROMに。カラ 

フルな写真付きで、詳しく解説します。 

電源管理ソフト 

安心のセキュリティソフト 

便利に使える実用ソフト 

パソコンの設定情報やファイルなどを 

手軽にバックアップ。ワンタッチボタンから 

起動し、CDやハードディスクに保存します。 

 

学研新世紀ビジュアル百科辞典 

FMかんたんバックアップ 

毎月の収支を項目ごとに分類しグラ 

フ化。楽しく賢く家計簿をつけること 

ができます。 

てきぱき家計簿マム3

PowerUtility

辞書辞書・辞典辞典 

＊機種により搭載ソフトは異なります。詳しくはP.41～42をご覧ください。 

◎インターネットとつないで 

　さらに知りたい情報を収集 

CDに収録されていないオンラインコンテ 

ンツや最新データへのリンクなど、インター

ネットならではの情報を見ることができます。 

VISUAL TRAINER水戸黄門～右脳漫遊記～ 特単470TOEIC®TESTスコア直結ボキャビル 

体の疲れに効果的なツボを見つけ、 

マッサージの強さやテンポを心地 

よい音楽にあわせて解説します。 

ツボ　リラックス 

健康健康・医学医学 

写真やイラストで病気やケガの対処 

法をわかりやすく解説。医学用語を 

検索することもできます。 

時事通信社「家庭の医学」デジタル版Ⅱ 

知りたい言葉を入力するだけの簡単 

検索。ワープロソフトとセットで使えば 

さらに便利です。 

広辞苑第五版 

生活お役立ち サポート 

遊びながら集中力や判断力、瞬間 

記憶力などを鍛え、感性を豊かにする 

右脳を活性化させます。 

学習・能力開発 

政治・経済から風俗・流行まで144  

ジャンルの最新語・基礎用語をすば 

やく検索できます。 

現代用語の基礎知識2002年版 

DVD書込みソフト 

録画したテレビ番組や編集した動画をDVD- 

RAMディスクに保存。保存したDVD-RAMは 

対応のDVDプレーヤーで再生できます。 

 

DVD-MovieAlbum SE

Copyright©2002 Alps Mapping Co.,Ltd.

地図＆簡単検索ソフト 

乗車駅と到着駅の名前を入力すれば、 

複数のルートを検索。所要時間と運賃 

を表示します。 

 

 

乗換案内 時刻表対応版 

掲載情報が質、量ともにアップした 

人気の地図ソフト。インターネットと 

連携して検索可能です。 

 

プロアトラスW for FUJITSU

Norton Internet SecurityTM 2003

●知りたい情報、行きたい場所を簡単に検索できます。 
 人気の地図ソフト、「プロアトラスW for FUJITSU（DVD版）」を搭載。地下鉄の出口まで確認できる情報量に加え、検索機能も充実。 
さらに、インターネットの最新タウン情報とリンクした情報チャンネルでは、グルメ情報、交通情報、宿泊情報など今すぐ知りたい情報を簡単に調べることができます。 

デジタル ビデオカメラで撮影した映像の取込み 

からDVD-R（RW）への保存まで、簡単操作 

でオリジナルDVDが作成できます。 

 

MyDVD Drag'n Drop CD

●今見ている地図をメールで送れます。 

画面に表示されている地図の範囲を指定するだけで、ご使用のメールソフトに画像 

として添付することができます。待ち合わせや仕事の打ち合わせなど、場所の案内を 

簡単に知らせることが可能です。 

 
 

インターネットのNo.1グルメ情報「ぐるなび」（株式会社ぐるなび）で地図上から検索

することができるので、もうお店探しに困ることはありません。 

今いる場所から目的地までの道のりと鉄道経路を検索します。乗り換え案内や所要時間、

運賃も併せて調べられるため、はじめてのところでも迷わずスムーズに行くことができます。 

英語の基礎である単語力をアミューズ 

メントパークのアトラクションのような 

ビジュアルで、楽しみながら学べます。 

現在位置を表示させ、メニュー内 
の「最寄り駅を探す」を選択します。 

情報チャンネルから、和食/洋食など 
行きたいお店のジャンルを選びます。 

地図上にお店が表示され、ぐるなびと 
連携して詳しいお店情報がわかります。 

到着駅までの最短経路、所要 
時間、運賃などを表示します。 

出発駅と到着駅（目的地の最寄り 
駅）を指定し、検索を実行します。 

地図上で添付したい範囲を指定し、メニュー 
内の「地図をメールに添付」を選択します。 

すでにメールには地図画像が添付されているため、 
そのまま送信すればOK。 

おいしいお店を検索 目的地までの交通情報を検索 

進化しつづけるインターネット環境にふさわしい最新のセキュリティソフト、「Norton Internet SecurityTM2003」 

搭載。外部からの不正アクセスを防ぐファイアウォール機能と、「Nor ton  Ant i V i rus TM」のコンピューター・ 

ウイルスを見つけだし駆除する機能があなたのパソコンを守ります。 

 ●外部からの不正アクセスを防止。 ●危険なWebサイトからパソコンを保護。  ●ID/パスワードなどの盗難、流出を防止。 

●コンピューター・ウイルスを検知、駆除。 ●不要なバナー広告をカット。 ●お子様に有害なサイトなどへのアクセスを制限。 

＊常時接続環境下においても、パソコンをご利用にならない時は、パソコン本体の電源をお切りください。 
＊セキュリティレベルはお客様の設定により異なります。＊無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。 

対応メディア： 
DVD-RAM

対応メディア： 
DVD-R（RW） 

大容量データをDVD-R（RW）に保存するのに 

最適。ドラッグ＆ドロップによる操作で、文書ファ 

イルや画像ファイルなども簡単に保存できます。 

 対応メディア： 
DVD-R（RW）、CD-R（RW） 

有線LANで接続された同一ネットワーク内にあるパソコンの電源をリモート操作＊1したり、タイマー設定で

パソコンの電源ON/OFFやソフトの起動ができます。17型ワイドデジタル液晶セットモデルの「おやすみ

ディスプレイ」機能を利用すれば、夜間の起動時にディスプレイの消費電力を抑えます。 

＊ 他のパソコンへのタイマー（起動 /終了時間）の設定はできません。 
＊1 電源のリモート操作をおこなう場合、対象となるパソコンがWakeup on LAN機能に対応している必要があります。また設定の変更が必要になる場合があります。 
 

インターネット対応 

インターネット対応 

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

辞書・辞典 

健康・医学 



DESKPOWERならすぐに使える、遊べる。 
ソフトの数だけ可能性がひろがる。 
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S O F T W A R E ( 2 )

インターネット環境を 
快適にする 
 

＠スイッチ 
（WEB便利ツール）★ ● 

▲ 別のパソコンにインターネット設定を簡単に移行する 
 
 

インターネット移行アシスタント★ 

■ 

外部からの不正な 
アクセスを防止する 

Norton Internet SecurityTM 2003

▲ 

チャットを 
楽しむ 
 
 

＠niftyメッセンジャー  デリポップ 

▲ 

育成型コミュニティゲーム 
 
 
 

InterPot2

● 

インターネット(＠nifty) 
への接続を便利にする 

＠niftyでインターネット 

● 

● 

■ AV連携 

音楽データを 
編集して 
デジタルサウンドを 
楽しむ 

BeatJam XX-TREME ● 

● 

デジタルサウンドを楽しむ Windows MediaTM Player 8★ 

ワンタッチボタンや 
リモコンで音楽を聴く 

Music Player★ 

● 

DVD-R（RW）やCD-R（RW） 
に音楽や映像を簡単に保存する 

Drag'n Drop CD★ ※8 ● 

マルチメディアデータを管理・一覧表示する MediaStage LE ●※9

取り込んだ動画を加工･編集する MotionDV STUDIO   4 .5 ● 

DVD-R（RW）に動画データを保存する MyDVD ●※10

DVD-RAMに動画データを保存する DVD-MovieAlbumSE ●※11

USBカメラで写真やビデオを撮って見る 

はーときゃんばす★ ■ デジタル写真に文字や絵を書く 

＠キャプチャ★ 

■ 

■ 

画像の加工や 
スクリーンセーバーを 
作成する ＠映像館★ ● 

画像の色や明るさの補正などをする ＠フォトレタッチ★ 

DVDビデオを再生して楽しむ WinDVDTM4★ 

● 

● 

テレビを楽しむ TVfunSTUDIO 　 ●※9

　 ●※9

インターネットでコミュニケーションする Windows® Messenger★ ● 

■ 健康・医学 
体の疲れに 
効果的なツボを 
見つける 

病気やケガについて調べる 

ツボ リラックス★ 

 

● 

時事通信社「家庭の医学」デジタル版　 ● 

ストリーミング  コンテンツを楽しむ RealPlayerTM 8 ※7

マルチメディア  コンテンツを楽しむ Shockwave★ 

● 産経新聞を閲覧する ニュースビュウ（NEWSVUE）産経新聞電子配達版（デモ用） 

● インターネットで実在するゴルフ場でプレイする Freegolf Lite

● ＠niftyのブロードバンド  コンテンツメニューを表示する Vision Connect for Broadband@nifty

● インターネットで写真を注文する 百年プリント＠コニカ（店頭受取り） 

コンピュータウイルスを検出・駆除する 

オンラインでユーザー登録をする 

パソコン利用時の 
トラブルを解決する 
 

データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する 

パソコンを初期状態に戻す 

■ サポート 

富士通サービスアシスタント★ 

 

FMVユーザー登録★ 

Norton Internet SecurityTM 2003 

（Norton AntiVirusTM） 

FMかんたんバックアップ★ 

廃却時にハードディスクのデータを消去する ハードディスクデータ消去★ 

リカバリディスク★ 

● 

 

▲ 

● 

▲ 

● 

■ 

■ 設定 
ワンタッチボタンを設定する 

表示するディスプレイを切り替える 

動画表示画面を見やすくする 

ワンタッチボタン設定★ 

ディスプレイ切り替えツール★ 

あざやかウィンドウ設定★ 

● 

 ●（CEシリーズを除く） 

     ●※12

■ 携帯電話 

携帯電話の 
電話帳を 
編集する 

着信メロディを作成・編集する 

 

 

 

パソコンから携帯電話に文字を入力する 

待受画面を設定する 

自宅のパソコンを外出先から操作する 

FTPサーバーへ接続してファイルを送る 

ｉモードのメールを 
パソコンで 
管理する 

メロディリンク★ 

 

メールリンク★ 

 

キーボードリンク★ 

マチウケリンク★ 

＠コントローラ★ 

＠FTP★ 

■ 

 

■ 

 

■ 

■ 

● 

● 

メモリダイヤルリンク★ ■ 

25種類の 
ミニゲームを楽しむ 

● GAMEPACK2003F

■ ユーティリティ／その他 
声を変換して 
遊ぶ 
 
 
 
 
 
 文字やアイコンを 
拡大する 

音声メモ★ 

＠拡大ツール★ 

Adobe®  Acrobat®  Reader TM※7

OASYS Viewer★ 

リモコンマネージャー★ 

＠メニュー★ 

FMかんたんインストール ★ 

IndicatorUtility★ 

PDFファイルを表示する 

OASYSファイルを表示する 

リモコンを使う 

ジャンルや目的から 
ソフトを選んで 
起動する 

アプリケーションを簡単にインストールする 

音量状態などを表示する 

音声読み上げをする FUJITSU音声合成★ ● 

■ 

● 

● 

● 

　　●※13

● 

● 

● 

▲ 

PowerUtility★ 電源を管理する 

●：プレインストールされています。▲：添付のＤＶＤ-ＲＯＭまたはＣＤ-ＲＯＭからインストールしてください。 

■：ハードディスクにあらかじめ導入されており､「＠メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。 

※一部のアプリケーションについてはお使いになる際、添付ＤＶＤ-ＲＯＭまたはＣＤ-ＲＯＭが必要となることがあります。 

富士通では★印のソフトのみサポートを行っております。  
※1：OSのみの再インストールはできません。   
※2：Windows®XP Professional搭載モデル（FMVCE21CP、FMVC24CP、FMVL20CS）を除く。   
※3：Windows®XP Professional搭載モデル（FMVCE21CP、FMVC24CP、FMVL20CS）のみ。   
※4：C26WC/F、L20C/Fのみ。CE21C/S、CE21C/STは▲です。   
※5：CE21C/ST、C26WC/F、L20C/Fのみ。 
※6：CE21C/STのみ。 
※7：フリーソフトのためサポートは行っておりません。  
※8：パケットライト形式での記録機能は備えておりません。また、DVD-R（RW）に書き込める機種はCE21C/R、 
　　CE21WC/M、C24C/R、C24SC/M、C24WC/M、C26WC/F、 L20C/R、L20C/Fのみです。   
※9：CE21C/R、CE21WC/M、C20C、C24C/R、C24SC/M、C24WC/M、C26WC/F、L20C、L20C/R、 
　　L20C/S、L20C/Fのみ。   
※10：CE21C/R、CE21WC/M、C24C/R、C24SC/M、C24WC/M、C26WC/F、L20C/R、L20C/Fのみ。 
※11：CE21WC/M、C24SC/M、C24WC/M、C26WC/F、L20C/Fのみ。   
※12：CE207C、CE21WC/M、C24WC/M、C26WC/Fのみ。 
※13：CE21C/R、CE21WC/M、CE21C/ST、C20C、C24C/R、C24SC/M、C24WC/M、C26WC/F、L20C、 
　　  L20C/R、L20C/S、L20C/Fのみ。 

◎@niftyでインターネット 
◎AOL7.0 for Windows® 
◎インターネットするならBIGLOBE 
◎DIONオンラインサインアッププログラム 
◎ドリームネットセットアップツール 

◎OCNスタートパック 
◎ODNサインアップソフトウェア 
◎So-net簡単スターター 
◎かるがるネット 
◎東京電話インターネット オンラインサインアップナビ 

＜プロバイダー入会・インターネット接続＞ 

ソフトウェア一覧 

画像や動画情報を収録した広辞苑を使う 

新しい用語や時事ニュースを調べる 

絵や図を見ながら辞典で調べる 

■ 辞書・辞典 

▲（CEシリーズを除く） 

▲（CEシリーズを除く） 

▲（CEシリーズを除く） 

広辞苑第五版 

現代用語の基礎知識2002年版 

学研新世紀ビジュアル百科辞典 

■ OS

基本OS Microsoft® Windows® XP  
Home Edition（Service Pack1）★ ※1

Microsoft® Windows® XP  
Professional（Service Pack1）★ ※1

●※2

●※3

■ Office XP Personal

文書をつくる 

 Microsoft®  Word ● 

● 

● 

● 

● 

▲ 

Eメール・予定・住所録などを管理する 

Out look を簡単に設定する 

Office XPを学ぶ 

表やグラフをつくる 

国語・英和・和英辞書を使う 

Microsoft® Excel 

Microsoft® Outlook®

Microsoft®  Outlook® Plus! 2.0

Microsoft ®Office XP Personal  
Step by Step Interactive

Microsoft® Bookshelf ®Basic 3.0

■ Eメールを楽しむ 

簡単操作で 
Eメールを楽しむ 

＠メール★ ● 

● Eメールを送受信する Microsoft® Outlook ® Express★ 

■ ホームネットワークを楽しむ 

　▲※5ネットワーク上の音楽データを再生する MusicSTUDIO★ 

　●※4ホームサーバー機能を活用する ファミリーネットワークウェア★ 

　▲※6ネットワーク上のテレビ録画データを再生する MediaStage for ファミリーネットワークステーション★ 

　▲※6テレビを楽しむ TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション★ 

　▲※6テレビを録画予約する G-GUIDE for Windows®System★ 

■ インターネットを楽しむ 

ホームページを見る 

ホームページの漢字にふりがなをつける 

ホームページの英語を日本語に翻訳する 

気軽にホームページづくりにチャレンジする 

番号入力だけでホームページにアクセスする 

お役立ちリンク集 

接続時間と料金を表示する 

ホームページをつくる 

複数の 
ホームページを 
同時に表示する 

Microsoft® Internet Explorer 6.0★ 

＠ブラウザ（WEB便利ツール）★ 

ひらがなナビィV2

ホームページ・ビルダー7 ライト 

Start ! ＠homepage

hatch ｉnn

＠料金表示★ 

FMVサービスチャンネル★ 

デジタルカタログでショッピングをする dPRESS（ディープレス） 

 ATLAS翻訳パーソナル2003 
（ホームページ翻訳）★ 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

■ 

● 

フリツケ付きカラオケを楽しむ もーしょんパラダイスプレイヤー ● 

● インターネットでオリジナルアルバムを注文する MyBookEditor

インターネットで写真集を購入・閲覧する 蔵衛門9デジブック ● 

● インターネットで魚釣りを楽しむ WorldFishing体験版 

電車の経路・ 
運賃・時刻を 
検索する 
 

家計簿（お小遣い帳）をつける 

 料理のレシピを見る 

全国の地図を見る 

■ 生活お役立ち 
ポストカードを 
作成する 

予定・住所録などを管理する 

 

筆ぐるめVer.10 

 

 てきぱき家計簿マム3 

 

 

 

うれしレシピ★ 

乗換案内 時刻表対応版 

 

FM手帳★ 

プロアトラスW  
for FUJITSU（DVD版） 

● 

 

● 

● 

 

● 

 

 

● 

 

■ 

ソフト名称 利用目的 搭載状況 
DESKPOWER

ソフト名称 利用目的 搭載状況 
DESKPOWER

ソフト名称 利用目的 搭載状況 
DESKPOWER

ソフト名称 利用目的 搭載状況 
DESKPOWER

サンリオキャラクターで遊びながら学ぶ 

■ 学習・能力開発 

Word・Excelを学ぶ Word 2002 & Excel 2002の虎の巻★ ▲（CEシリーズを除く） 

● サンリオ タイニーパーク 

キーボード入力を楽しく学ぶ ●（CEシリーズを除く） 特打1 in

楽しく学びながらTOEIC®のスコアアップを目指す ● 特単470TOEIC®TESTスコア直結ボキャビル 

遊びながら 
右脳を開発する VISUAL TRAINER 水戸黄門 

 ～右脳漫遊記～ 
● 

テレビを録画予約する G-GUIDETM for Windows®System

■ ゲーム 

本格将棋対戦を楽しむ ● 柿木将棋   Light

リアルなゴルフ 
ゲームを楽しむ 丸山茂樹  シミュレーション  ゴルフ  

58EDITION
●（CEシリーズを除く） 

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

拝啓　桜前線が北上し続ける今日このごろ、 

皆様にはいかがお過ごしでしょうか。 

かねてよりご心配をおかけしておりました 

長女の大学進学も、無事合格し家族一同 

安心したと同時に喜んでいます。 

勉強も大切ではありますが、心身ともに健康で、 

個性を伸ばしのびのびと学校生活を楽しんで 

もらいたいと考えています。  

子供の入学のご報告かたがた、 

まずはご機嫌伺いまで。 

皆様のご健康をお祈り致 します。　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具 



ビデオ入力（コンポジット）端子、�
ビデオ入力（Sビデオ）端子、�
ビデオ音声入力（右/左）端子、�
アンテナ入力（Ｆ型同軸）端子、�
ビデオ出力（Sビデオ）端子（※23）�

ステレオスピーカー内蔵� ステレオスピーカー内蔵�

C26WC/F�
FMVC26WCF�

―�

L20C/R�
FMVL20CR�
―�

L20C�
FMVL20C�
―�

L20C/S�
―�

FMVL20CS

L20C/F�
FMVL20CF�

―�

C24C�
FMVC24C�
FMVC24CP

C24C/R�
FMVC24CR�

―�

C20C�
FMVC20C�
―�

C24SC/M�
FMVC24SCM�

―�

C24WC/M�
FMVC24WCM�

―�

CE21C/R�
FMVCE21CR�

―�

CE21WC/M�
FMVCE21WCM�

―�

CE21C/S�
FMVCE21CS�

―�

CE21C/ST�
FMVCE21CST�

―�

CE21C�
FMVCE21C�
FMVCE21CP

CE207C�
FMVCE207C�

―�

CD-RW/DVD-ROMドライブ�

（DVD:読出最大12倍速、�

CD:読出最大40倍速、�

CD-R：書込最大16倍速、�

CD-RW：書換最大10倍速）（※10）�

バッファアンダーランエラー防止機能 

CD-RW/DVD-ROMドライブ �

（DVD:読出最大12倍速、�

CD:読出最大40倍速、�

CD-R：書込最大16倍速、�

CD-RW：書換最大10倍速）（※10）�

バッファアンダーランエラー防止機能�

CD-RW/DVD-ROMドライブ�

（DVD:読出最大12倍速、�

CD:読出最大40倍速、�

CD-R：書込最大16倍速、�

CD-RW：書換最大10倍速）（※10）�

バッファアンダーランエラー防止機能 

DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM：読出/書換2倍速、�
DVD-R：読出最大6倍速、�
書込最大2倍速、�

DVD-RW：読出最大6倍速、�
書換最大1倍速、�

DVD-ROM：読出最大10倍速、�
CD：読出最大32倍速、�
CD-R：書込最大12倍速、�

CD-RW：書換最大8倍速）（※12）�
バッファアンダーランエラー防止機能�

DVD-R/RWドライブ�
（DVD-R：読出最大4.8倍速、�
書込最大2倍速、�
DVD-RW：読出最大4.8倍速、�
書換最大1倍速、�
DVD-ROM：読出最大12倍速、�
CD：読出最大40倍速、�
CD-R：書込最大16倍速、�
CD-RW：書換最大10倍速）（※11）�
バッファアンダーランエラー防止機能�

ファミリーネットワーク�
ステーション（FMFNS-101）�

標準添付（仕様は右上別表参照）�

ファミリーネットワーク�
ステーションT（FMFNS-201）�
標準添付（仕様は右上別表参照）�

内蔵�
（仕様は右別表参照）�

ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、�
CATV（C13～C63ch）（CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。）（※17）�

ワイヤレスLANアクセスポイント�
内蔵（IEEE802.11b準拠）（※14）�

DVD-R/RWドライブ�
（DVD-R：読出最大4.8倍速、�

書込最大2倍速、��
DVD-RW：読出最大4.8倍速、�

書換最大1倍速、��
DVD-ROM：読出最大12倍速、�
CD：読出最大40倍速、�
CD-R：書込最大16倍速、�

CD-RW：書換最大10倍速）（※11）�
バッファアンダーランエラー防止機能 

CD-RW/DVD-ROMドライブ�
（DVD:読出最大12倍速、�
CD:読出最大40倍速、�
CD-R：書込最大16倍速、��
CD-RW：書換最大10倍速）（※10）�
バッファアンダーランエラー�

防止機能 

CD-RW/DVD-ROMドライブ�
（DVD:読出最大12倍速、�
CD:読出最大40倍速、�
CD-R：書込最大16倍速、��
CD-RW：書換最大10倍速）（※10）�
バッファアンダーランエラー�

防止機能 

DVDマルチドライブ（DVD-RAM：読出/書換2倍速、��
DVD-R：読出最大6倍速、�
書込最大2倍速、��

DVD-RW：読出最大6倍速、�
書換最大1倍速、��

DVD-ROM：読出最大10倍速、�
CD：読出最大32倍速、�
CD-R：書込最大12倍速、�

CD-RW：書換最大8倍速）（※12）�
バッファアンダーランエラー防止機能 �

�

DVD-R/RWドライブ�
（DVD-R：読出最大4.8倍速、�

書込最大2倍速、�
DVD-RW：読出最大4.8倍速、�
書換最大1倍速、�

DVD-ROM：読出最大12倍速、�
CD：読出最大40倍速、�
CD-R：書込最大16倍速、�
CD-RW：書換最大10倍速）（※11）�
バッファアンダーランエラー�

防止機能�

DVDマルチドライブ�
（DVD-RAM：読出/書換2倍速、�
�DVD-R：読出最大6倍速、�

書込最大2倍速、�
�DVD-RW：読出最大6倍速、�

書換最大1倍速、��
DVD-ROM：読出最大10倍速、�
CD：読出最大32倍速、�
CD-R：書込最大12倍速、�

CD-RW：書換最大8倍速）（※12）�
バッファアンダーランエラー�

防止機能�

USB2.0/1.1準拠　　 （※21）コネクタ4ピン×2（前面）、2（背面）　　　　�

4ピン（S400）×1（前面）、�
6ピン（S400）×1（背面）�

USB2.0/1.1準拠（※21）コネクタ4ピン×2（右）、2（左）�USB2.0/1.1準拠（※21）コネクタ4ピン×2（前面）、2（背面）�

アナログRGB�
ミニ D-SUB15ピン×1

付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30ピン×1 （※20）、�
アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1 

　 付属液晶ディスプレイ専用　　 コネクタ30ピン×1（※20）、  �
　　  アナログRGBミニ　　 D-SUB15ピン×1　　　�

付属液晶ディスプレイ専用�
コネクタ30ピン×1

―�

―�

ビデオ入力（コンポジット）端子、ビデオ入力（Sビデオ）端子、�
アンテナ入力（Ｆ型同軸）端子�

ビデオ入力（コンポジット）端子、�
ビデオ入力（Sビデオ）端子、�
アンテナ入力（Ｆ型同軸）端子、�
ビデオ出力（Sビデオ）端子（※23）�

ビデオ入力（コンポジット）端子、�
ビデオ入力（Sビデオ）端子、�
アンテナ入力（Ｆ型同軸）端子、�
ビデオ出力（Sビデオ）端子（※23）�

ビデオ入力（コンポジット）端子、�
ビデオ入力（Sビデオ）端子、�
アンテナ入力（Ｆ型同軸）端子、�
ビデオ出力（Sビデオ）端子（※23）�

ビデオ入力（コンポジット）端子、�
ビデオ入力（Sビデオ）端子、�
ビデオ音声入力（右/左）端子、�
アンテナ入力（Ｆ型同軸）端子、�
ビデオ出力（Sビデオ）端子（※23）�

ワンタッチボタン付コンパクトキーボード（105キー、PS/2インターフェイス）�

区分Q0.0009 区分Q 0.0009区分Q 0.0010 区分Q 0.0009  区分Q0.0008  区分Q0.0009 区分Q 0.0029 区分Q 0.0026区分Q 0.0015

492×235×364mm

平行2Pアース付�
AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付�

185W 

フレキシブルベースTM（設置台）を含まない場合：90×345×310mm、フレキシブルベースTM（設置台）を含む場合：172×345×323mm    

約7.5kg

Microsoft¨ Windows¨XP Home Edition（Service Pack1）、Microsoft¨ Windows¨XP Professional（Service Pack1）�

温度 10～35℃   湿度 20～80%（ただし結露しないこと）�

  AC100V・50/60Hz　　 電源ケーブル添付　�

約9.5kg

　Microsoft¨ Windows¨XP Home Edition（Service Pack1）、　　 Microsoft¨ Windows¨XP Professional （Service Pack1）　  　　 

 温度 10～35℃　　 湿度 20～80%（ただし結露しないこと）　　　　　　　　�

AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付�

約10.0kg 約14.5kg 約14.0kg 

Microsoft¨ Windows¨XP Home Edition（Service Pack1）、�
Microsoft¨ Windows¨XP Professional（Service Pack1）�

約99W（※27）�
 190W  211W 210W

約107W（※27）� 約111W（※27）� 約121W（※27）� 約104W 約105W 約108W 約127W

 平行2P　 　アース付　　� 平行2Pアース付�

　　　ワンタッチボタン付コンパクトキーボード （105キー、PS/2　　インターフェイス）� ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード（105キー、無線方式）（※24）�
スクロール機能付ワイヤレスマウス（400CPI、無線方式）（※24）�　　　スクロール機能付光学式マウス（400CPI、USBインター　　フェイス）（※25）　     

ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード（105キー、無線方式）（※24）�

スクロール機能付ワイヤレスマウス（400CPI、無線方式）（※24）�スクロール機能付光学式マウス（400CPI、USBインターフェイス）（※25）�

モジュラコネクタ 4ピン（RJ11）×2

キーボード用：ミニDIN6ピン×1、マウス用：ミニDIN6ピン×1

4ピン（S400）×2（前面） 

LANインターフェイス（RJ45）×1

モジュラコネクタ 　   4ピン（RJ11）×2 

キーボード用：ミニDIN6ピン×1、      マウス用：ミニDIN6ピン×1         

4ピン（S400）       ×2（前面）     

　　　 LANインター　　フェイス（RJ45）×1 LANインターフェイス（RJ45）×2�
（WANポート×1、LANポート×1）�

モジュラコネクタ 4ピン（RJ11）×2 

1［0］：標準搭載のCD/DVDドライブ専用 � 1［0］：標準搭載のCD/DVDドライブ専用 �　　 1［0］：標準搭載の　　 CD/DVDドライブ専用 �

1［0］：標準搭載のハードディスクドライブ専用�

CEシリーズ�

スタイリッシュ コンパクトモデル� クリエイティブ コンパクトモデル� ファミリーネットワークステーション セットモデル� アドバンスト コンパクトモデル�

Cシリーズ� Lシリーズ�

アドバンスト 　　クリエイティブ コンパクトモデル　　　  スタイリッシュ ステーションモデル�スタイリッシュ クリエイティブモデル�ホームサーバー機能内蔵モデル� ホームサーバー機能内蔵モデル�Smart Displayセットモデル�

チップセット   �
システムバス�

テ
レ
ビ�

ベ
イ�

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス�

入
力
機
器�

インターフェイス�

メッセージ表示LCD

外形寸法（縦置き時）（W×D×H）�

本体質量�

サポートOS   �

動作環境   �

�
画面サイズ  �
表示寸法（W×H）�
画素ピッチ（※28）�

自動追従 水平�
周波数範囲 垂直�
走査方式�

入力電圧･周波数�
消費電力�
最大消費電力�
省エネ法に基づくエネルギー消費効率�

テレビ�

リモコン�

マウス�
キーボード�

マイク�

入力コンセント�

サウンド�

FAX/ボイスモデム�
�
�
PS/2ポート�

IEEE1394（DV）�

ネットワーク�

ディスプレイ�

USB

FDD専用ベイ［空き］�
内蔵3.5"ベイ［空き］�
5"ベイ［空き］ 

CD/DVDドライブ（※9）�

オーディオ機能   �
ステレオスピーカー   �
外付スピーカー外形寸法（W×D×H）�
FAX /ボイスモデム（通信/FAX）   �
LAN 

ワイヤレスLAN

Smart Display機能�

フロッピ－ディスクドライブ   �
ハードディスクドライブ（※8） 

メインメモリ（※3）�

グラフィックアクセラレータ   �
 VRAM    　　　 

1次�
2次�
標準容量�
スロット数［空き］�
最大容量（※4） 

800×600ドット�
1,024×768ドット�
1,280×768ドット�
1,280×1,024ドット�

シリーズ名�

品名�

Windows¨XP Home Edition搭載�
Windows¨XP Professional搭載�

キャッシュメモリ　　�

CPU   

録画形式/時間�

MPEG2エンコード方式�

テレビチューナー 

PCIスロット（スロット数［空き］：サイズ） 

ホームサーバー機能�

入力電圧･周波数 �
最大消費電力�
外形寸法（W×D×H）/質量�

備考�

省電力モード�

   画面解像度�
（最大表示色）�

―�

�

―� ―�

―�

�

4ピン（S400）×2（右）�

―�

タイピンマイク�

LANインターフェイス（RJ45）×1

―�―�

タイピンマイク�

―� リモコン（赤外線方式）（※26）� リモコン（赤外線方式）（※26）�　リモコン（赤外 　　線方式）（※26）、 �
　　　   リモコン受光器　 　（USBインターフェイス）�

リモコン（赤外線方式）（※26）、�
リモコン受光器（USBインターフェイス）�

リモコン（赤外線方式）（※26）、�
リモコン受光器（USBインターフェイス）�

リモコン（赤外線方式）�
（※26）�

リモコン（赤外線方式）（※26）、�
リモコン受光器（USBインターフェイス）�

ヘッドセット（マイク、ヘッドホン機能）� ヘッドセット（マイク、ヘッドホン機能）�

ビデオ出力（Sビデオ）�
端子（※23）�

―�

―�

―�

―� ―�

―� IEEE802.11b準拠�
（※14）（※16）�IEEE802.11b準拠（※14）（※15）�

（CE21C/R、CE21WC/Mのみ）ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、�
CATV（C13～C63ch）（CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。）（※17）�

（CE21C/R、CE21WC/Mのみ）MPEG2形式。録画時間の目安：約2800MB/時間（高画質録画）、�
約1900MB/時間（標準画質録画）、約1000MB/時間（節約録画）（※18）�

（C20C、C24C/R、C24SC/M、C24WC/M、C26WC/Fのみ）　　ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：VHF（1～12ch）、�
　　　　　　　UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）　（CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。）（※17）�

　　　　 （C20C、C24C/R、C24SC/M、C24WC/M、C26WC/Fのみ）　　　MPEG2形式。録画時間の目安：約2800MB/時間（高画質録画）、　　  �
　　　　　　　 約1900MB/時間（標準画質録画）、 　　約1000MB/時間（節約録画）（※18）　　　　　　　 

MPEG2形式。録画時間の目安：約2800MB/時間（高画質録画）、�
約1900MB/時間（標準画質録画）、約1000MB/時間（節約録画）（※18）�

―�

� 1［0］：標準搭載のハード　 　ディスクドライブ専用　� 1［0］：標準搭載のハードディスクドライブ専用�

標準添付（仕様はP.21別表参照）�

―�

―�

 PC Card Standard準拠（TYPEⅠ/Ⅱ×2スロットまたはTYPEⅢ×1スロット）�
 CardBus対応（うち1スロットはメモリーカードリード/ライト機能付き）（※19）�

―�
―� ―� ―�―�

�

―�

�

―�

�

SiS社製 SiS740（AGP）（※6）�

フルカラー（1677万色）�

フルカラー（1677万色）�

外付（2W×2）�
90×110×160mm

付属液晶ディスプレイ内蔵 �
― �

最大56kbps（V.90規格準拠）/14.4kbps（※13）、Wakeup on Ring機能対応  �
100BASE-TX/10BASE-T対応 、Wakeup on LAN機能対応 

   最大56kbps（V.90規格準拠）　　 /14.4kbps（※13）、Wakeup on Ring機能対応  �
100BASE-TX/10BASE-T　　 対応、Wakeup on LAN機能対応  　　　  

最大56kbps（V.90規格準拠）/14.4kbps（※13）、Wakeup on Ring機能対応  �
100BASE-TX/10BASE-T対応、Wakeup on LAN機能対応 �

　 付属液晶　　 ディスプレイ内蔵�
　―�

本体内蔵�
―�

フルカラー（1619万色）�
フルカラー（1619万色）�

フルカラー（1619万色）� フルカラー（1619万色）�

フルカラー（1619万色）�
フルカラー（1619万色）�
フルカラー（1619万色）�

フルカラー     （1619万色）      �
フルカラー     （1619万色）      

フルカラー（1619万色）�

32MB（メインメモリと共用）� 32MB（メインメモリと共用）�

SiS社製 SiS650（AGP）（※6）�

PC Card Standard準拠（TYPEⅠ/Ⅱ×2スロットまたはTYPEⅢ×1スロット） CardBus対応 
PC Card Standard準拠（TYPEⅠ/Ⅱ　　×2スロットまたはTYPEⅢ×1スロット）�
  CardBus対応（うち1スロットはメモリー        カードリード/ライト機能付き）（※19）　  

2［1］�
1GB（※5）�

2［1］�
1GB（※5）�

　   SiS社製 SiS    　 650（AGP）（※6）        
32MB（メイン　　メモリと共用）�

2［1］�
1GB（※5）�

オプション（別売）（※7）� オプション      （別売）（※7）         オプション（別売）（※7）�

チップセット内蔵 +AC97コーデック� チップセット内蔵　　 +AC97コーデック　　� チップセット内蔵 +AC97コーデック�

2［2］：最大長200mm 2［1］：最大長200mm 
―�

―�

―�

―�

ソフトウェアエンコード� ソフトウェアエンコード� ソフトウェアエンコード� ハードウェアエンコード� ソフトウェアエンコード� ハードウェアエンコード�

2［1］：最大長176mm 2［0］�

ワイヤレスLANアクセスポイント内蔵�
（IEEE802.11b準拠）（※14）�

内蔵�
（仕様は右別表参照）�

2［1］：最大長176mm 2［2］：最大長176mm ―�

―� ―�

120GB（Ultra DMA/100）�80GB（Ultra DMA/100）�     120GB      （Ultra DMA/100、高速7,200回転/分）  120GB（Ultra DMA/100）� 120GB（Ultra DMA/100、高速7,200回転/分）�160GB（Ultra DMA/100）�

256MB（DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応）（VRAMとして32MB使用）� 256MB（DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応）      （VRAMとして32MB使用） 　　　　　　　　　    256MB（DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応）（VRAMとして32MB使用）�
256KB（CPU内蔵）� 128KB（CPU内蔵）� 512KB（CPU内蔵）� 512KB（CPU内蔵）�512KB（CPU内蔵）� 128KB（CPU内蔵）�128KB（CPU内蔵）�

SiS社製 SiS740 Chipset�

�266MHz （※2）�
               SiS社製 SiS650 　　 Chipset�

400MHz（※2）�
SiS社製 SiS651 Chipset�
533MHz（※2）�

SiS社製 SiS651（AGP）（※6）�

 SiS社製 SiS650 Chipset�
400MHz（※2）�

Intel¨ Pentium¨4�
プロセッサ 2.66GHzIntel¨Pentium¨4 　　 プロセッサ 2.40GHz 

Intel¨ Pentium¨4�
プロセッサ 2A GHz

Intel¨ Celeron¨�
プロセッサ 2GHz

Intel¨ Celeron¨�
プロセッサ 2GHz

Intel¨ Pentium¨4�
プロセッサ 2A GHz

Intel¨ Celeron¨�
プロセッサ 2GHz  AMD AthlonTMXP プロセッサ 2100+（※1）�AMD AthlonTMXP�

プロセッサ 2000+（※1）�

　　　　　　　  8KB（CPU内蔵）� 8KB（CPU内蔵）�128KB（CPU内蔵）�

あり�

�

―�

�あり�

�

あり�

�

あり�

�

―�

�

―�

�

―�

�

―�

�あり�

�

あり�

�

i-Panel（モノクロ液晶、透過型、��
192×16ドット、バックライト3色）�

あり�

�

15型（デジタル液晶）�
304×228mm�
0.297mm�
48.4kHz�
60Hz�

ノンインタレース�

付属液晶ディスプレイ専用�
コネクタ30ピン×1

パソコン本体から供給�
27W�

443×161×342mm/約4.2kg

17型（高輝度フルフラットCRT）�
312×234mm�
0.25mm�
30～70kHz�
50～150Hz�

ノンインタレース�

AC100V・50/60Hz�
75W�

397×423×403mm/約17.0kg

アナログRGB�
ミニ D-SUB15ピン×1

17型ワイド（デジタル液晶）�
369×221mm�
0.289mm�

31.5～48.4kHz�
59.8～70Hz�

ノンインタレース�

付属液晶ディスプレイ専用�
コネクタ30ピン×1

パソコン本体から供給�
42W�

530×215×329mm/約7.2kg

15型（デジタル液晶）�
304×228mm�
0.297mm�
48.4kHz�
60Hz�

ノンインタレース�

付属液晶ディスプレイ専用�
コネクタ30ピン×1

パソコン本体から供給�
27W�

443×161×342mm/約4.2kg

ステレオスピーカー内蔵�

―�

�あり�

�

15型（デジタル液晶）�
304×228mm�
0.297mm�
48.4kHz�
60Hz�

ノンインタレース�

付属液晶ディスプレイ専用�
コネクタ30ピン×1

パソコン本体から供給�
27W�

443×161×342mm/約4.2kg

16型（デジタル液晶）�
317×253mm�
0.2475mm�
31.5～64kHz�
60～70Hz�

ノンインタレース�

付属液晶ディスプレイ専用�
コネクタ30ピン×1

パソコン本体から供給�
31W�

455×190×336mm/約4.5kg

17型ワイド（デジタル液晶）�
369×221mm�
0.289mm�

31.5～48.4kHz�
59.8～70Hz�

ノンインタレース�

付属液晶ディスプレイ専用�
コネクタ30ピン×1、USB1.1×1、ヘッドホン�

パソコン本体から供給�
42W�

530×215×332mm/約7.0kg

17型ワイド（デジタル液晶）�
369×221mm�
0.289mm�
―�
―�

ノンインタレース�

温度 10～35℃   湿度 20～80%（ただし結露しないこと）�

リモコン受光器、�
タイムドメインスピーカーTM内蔵、�
高さ調整（約50mm）可能、高輝度�
低反射スーパーファイン液晶採用、�
あざやかウィンドウ（ACC対応）�

新高輝度ダイヤモンドトロン¨�
M2管採用、��

あざやかウィンドウ対応、��
sRGB対応�

リモコン受光器、USBハブ、��
タイムドメインスピーカーTM内蔵、��
高さ調整（約50mm）可能、�

高輝度低反射スーパーファイン液晶採用、�
あざやかウィンドウ（ACC対応）�

ステレオスピーカー内蔵、��

高さ調整（約30mm）可能、��

高解像度（SXGA）表示対応�

リモコン受光器、�トランソニックスピーカー内蔵、��高輝度低反射スーパーファインパネル採用�

PCカードスロット�

型
名�

デ
ィ
ス
プ
レ
イ�

■ハードウェア仕様一覧�

マイク端子、ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子（丸形：光ミニジャック）（※22）、ラインイン端子、ラインアウト端子�

�

マイク端子、ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ　　出力端子（丸形：光ミニジャック）（※22）、              �
ラインイン端子、ラ　　インアウト端子　  　�

マイク端子、ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子�
（丸形：光ミニジャック）（※22）、ラインイン端子、ラインアウト端子�

約103W 約126W（※27）� 約125W（※27）� 約155W（※27）� 約127W（※27）� 約93W（※27）�約87W（※27）�

フレキシブルベースTM（設置台）を含まない場合　　：101×363×322mm、　　　　　　　　�
 フレキシブルベースTM（設置台）を含む場合　　：161×363×340mm　　　　　　　�

フレキシブルベースTM（設置台）を含まない�
場合：101×390×347mm、�
フレキシブルベースTM（設置台）を含む�
場合：156×390×366mm

LANインターフェイス（RJ45）×2�
（WANポート×1、LANポート×1）�

本体に内蔵�

※1：AMD社が定めた、QuantiSpeedTMアーキテクチャに基づく性能基準であり、CPUの動作クロック周波数では
ありません。本装置に搭載したCPU内部の最高動作クロック周波数は2000+では1667MHz、2100+では
1733MHzです。※2：メインメモリを増設する際にはPC2100対応266MHz（C26WC/FはPC2700対応333MHz）
（DDR）メモリを搭載してください。※3：パリティチェック機能はありません。※4：増設する場合には、専用の拡張
RAMモジュールを使用してください。※5：メインメモリの最大容量は拡張RAMモジュール512MBを2枚搭載した場
合です。※6：チップセットに内蔵されています。※7：周辺機器によっては､添付のドライバなどがフロッピー媒体で
提供されている場合があります。その際は､外付オプションのFDDユニット（USB）が必要となります。内蔵はできま
せん。※8：「NTFS」を採用しています。また、CドライブとDドライブの2つのパーティションに分かれています。
C26WC/Fを除く機種は、Dドライブには10GBを、Cドライブには残りを割り付けています。C26WC/Fは、Cドライブに
130ＧＢを、Dドライブには10GBを割り付けており、別途、ホームサーバー機能として約20GBを使用しております。
お客様による容量変更はできません。※9：同じ機種の場合でも、媒体の装着方式が異なる場合があります。
※10：読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R（3.95GB/4.7GB for General）です。
DVDソフトによっては再生できない場合があります。※11：読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、
DVD-R（3.95GB/4.7GB）、DVD-RW（4.7GB）です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。書き込み
可能なDVDディスクはDVD-R（4.7GB for General）、DVD-RW（4.7GB）のみです。※12：読み出し可能なDVD
ディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R（3.95GB/4.7GB）、DVD-RW（4.7GB）、DVD-RAM
（2.6GB/4.7GB/5.2GB/9.4GB）です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。書き込み可能なDVD
ディスクはDVD-R（4.7GB for General）、DVD-RW（4.7GB）、DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）のみです。DVD-
RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。※13：ハードウェアとしての最大
性能であり、ソフトウェアや回線の状態などにより、56kbpsで通信できないことがあります。また、データ通信速度は
受信時の値であり、送信時には33.6kbpsになります。※14：本製品はWi-Fiロゴ取得済みです。通信速度:最大
11Mbps（IEEE802.11b規格による速度（理論値）であり実際の速度とは異なります。）ワイヤレスＬＡＮの電波
通信距離は、見通し半径25m以内（周りに何もない環境において）です。ワイヤレスLANの特性上、近隣の電波
環境、設置環境（建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなった
り、通信ができなくなる場合がありますのでご了承ください。※15：ワイヤレス通信（インターネット接続）をご利用に
なる場合は、標準添付のファミリーネットワークステーションの設定が必要になります。※16：ワイヤレス通信（インター
ネット接続）を行う場合には、別途ルーターまたは、アクセスポイントが必要になります。※17：CATVの受信はサービス
（放送）が行われている地域でのみ受信可能です。CATVを受信するときには、使用する機器ごとにCATV会社と
の受信契約が必要です。さらに、有料放送などスクランブルがかかった番組の視聴・録画にはホームターミナル
（アダプター）が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。※18：ビデオなどから再生・録画する場合、
コピーガード信号を含んだ映像の表示・録画はできません。テレビ番組の録画などは、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。テレビの受信状態が良好でない場合では正しく受信できません。このような場合、
テレビ電波を増幅する市販のブースターをご使用になることをお勧めします。また、3時間以上連続してタイムシフト
や録画を行うことはできません。※19：C24WC/M、C26WC/F、L20C/Fのみメモリーカードリード/ライト用アダプタ
標準添付です。C20C、C24C、C24C/R、C24SC/M、L20C、L20C/R、L20C/Sでご利用になる場合は別途ご購入
いただく必要があります。詳しくは、「AzbyClub Selection」でご確認ください。また、「マジックゲート メモリースティ
ック」も使用可能ですが、著作権保護方式を採用しているデータの読み書きはできません。「SDメモリーカード」の
著作権保護方式機能も非対応です。※20：付属液晶ディスプレイ専用コネクタとアナログRGBコネクタの同時
出力はできません。付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。
※21：USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するには、USB2.0対応の周辺機器が必要です。
※22：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。※23：Cシリーズ
では、付属液晶ディスプレイ専用コネクタ、アナログRGBコネクタとビデオ出力（Sビデオ）端子の同時出力はできません。
Lシリーズでは、内蔵液晶ディスプレイとビデオ出力（Sビデオ）端子との同時出力はできません。DVDビデオなど
著作権保護信号が記録されている映像はビデオデッキなどのレコーダー類に録画することは出来ません。
※24：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。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。※25：操作面の状態によっては正しく
動作しない場合があります。※26：CE21C/R、CE21C/ST、C20C、C24C/R、C24SC/Mの稼働範囲は距離：約3m、
角度：上下約25度、左右約55度です。CE21WC/M、C24WC/M、C26WC/F、L20C、L20C/R、L20C/S、L20C/F
の稼働範囲は距離：約3m、角度：上約10度、下約40度、左右約30度です。なお、設置環境や条件によって異なる
場合があります。また､複数の機器をご使用になる場合､混信の可能性があります。※27：液晶ディスプレイを含んだ
値です。※28：17型フルフラットCRTの場合はAGピッチです。　�
注1：左記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては左記の機能をサポートしていない場合があります。�
注2：ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。�
注3： ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。�

512MB（DDR SDRAM-DIMM、PC2700対応）�
（VRAMとして32MB使用）�

※1：ビデオなどから録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の録画はできません。テレビ番組の録画などは、�
　　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。   �
※2：3時間以上連続してタイムシフトや録画はできません。 �
※3：USB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。また、接続可能な�
　　プリンタについては、「FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html）」にてご確認ください。�

品名�
�型名�

ハードディスクドライブ（使用可能領域）�

IEEE802.11b準拠（Wi-Fiロゴ取得済み）��
転送レート：11/5.5/2/1Mbps（自動切換え）��

チャンネル数：1～14チャンネル��
推奨距離：25m以内、推奨接続台数：10台以下（有線LAN/ワイヤレスLAN合わせて）�

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス�

テ
レ
ビ�

その他ネットワーク機能�

セキュリティ機能�

入力電圧・周波数�

消費電力�

外形寸法（W×D×H）�

質量�

動作環境�

AC100V・50/60Hz ACアダプタ添付�

通常約23W、最大約38W、�
スタンバイ時約13W

通常約35W、最大約50W、�
スタンバイ時約24W

45×223×250mm 

約2.5kg 約2.7kg 

温度 10～35℃   湿度 20～80%（ただし結露しないこと）�

録画形式/時間�

有線LAN

ワイヤレスLAN

PCカード�

USB（※3）�
�

テレビチューナー�

テレビ�

40GB（35GB）�

ファミリーネットワークステーション�

FMFNS-101

80GB（65GB）�

ファミリーネットワークステーション-T

FMFNS-201

WANポート（RJ45）：100BASE-TX/10BASE-T×1��
LANポート（RJ45）：100BASE-TX/10BASE-T×1

PC Card Standard準拠（TypeⅠ/Ⅱ×1スロット）�

ビデオ入力（Sビデオ/コンポジット共用）端子、�
アンテナ入力（F型同軸）端子、ラインイン端子�

―�

―�

―�

―�

ステレオ、音声多重対応。��
受信チャンネル：VHF（1～12ch）、��

UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch） ��
（CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。）（※1）�

MPEG2形式。録画時間の目安：��
約2800MB/時間（高画質録画）、��
約1900MB/時間（標準画質録画）、��
約1000MB/時間（節約録画）（※2）�

PPPoE機能あり、DHCP機能あり、NAT/IPマスカレード機能あり�

ネットワーク機能�

その他ネットワーク機能�

セキュリティ機能�

WANポート（RJ45）：100BASE-TX/10BASE-T×1、�
LANポート（RJ45）：100BASE-TX/10BASE-T×1、�

ワイヤレスLANアクセスポイント内蔵、�
ワイヤレスLANアンテナ内蔵（L20C/Fのみダイバーシティ方式）、�

チャンネル数：1～14チャンネル�
推奨距離：25m以内�

推奨接続台数：10台以下（有線LAN/ワイヤレスLAN合わせて）�

PPPoE機能あり、DHCP機能あり、NAT/IPマスカレード機能あり�

ネットワークキー（WEP）：64/128bit（ワイヤレスLAN）、�
MACアドレスフィルタリング（ワイヤレスLAN）、�

ファイアウォール機能�

■ファミリーネットワークステーション仕様表�

■ホームサーバー機能仕様表（C26WC/F、L20C/Fに内蔵）�

MPEG2エンコード方式� ハードウェアエンコード�

USB1.1準拠コネクタ4ピン×2（背面）�
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�

ネットワークキー（WEP）：64/128bit（ワイヤレスLAN）、�
�MACアドレスフィルタリング（ワイヤレスLAN）、ファイアウォール機能�

富士通がおすすめするMicrosoft¨ Windows¨ XP



ビデオ出力（Sビデオ）×1 ビデオ出力（Sビデオ）×1 ビデオ出力（Sビデオ）×1

Intel®Pentium®4�
プロセッサ�
2.66GHz

Intel®Pentium®4�
プロセッサ�
2.40GHz

Cシリーズ� Cシリーズ�

ハードディスク�
（HDD）�

ディスプレイ�

テレビ機能�

CD/DVD

通信機能�

スピーカー�

主な添付品�

ソフト�

拡張性�
※（　）の数字は�
　空きを表します。�

 NEW�
LINE UP

Office XP Personal�
モデル�

明るくあざやかに映す��
17型高輝度フルフラットCRT��

セットモデル�

FMV-DESKPOWER CE207C

CD-RW/�
DVD-ROMドライブ�

CD-RW/�
DVD-ROMドライブ�

CD-RW/�
DVD-ROMドライブ�

CD-RW/�
DVD-ROMドライブ�CD-RW/DVD-ROMドライブ� CD-RW/DVD-ROMドライブ�

120GＢ�120GＢ�80GＢ� 160GＢ＊1120GＢ（高速7,200回転/分）� 120GＢ（高速7,200回転/分）�120GＢ�

CEシリーズ� Lシリーズ�

省スペースで見やすい��
15型デジタル液晶��
セットモデル�

FMV-DESKPOWER CE21C FMV-DESKPOWER CE21C/R FMV-DESKPOWER CE21WC/M FMV-DESKPOWER CE21C/S FMV-DESKPOWER CE21C/ST FMV-DESKPOWER C24C/R FMV-DESKPOWER C24SC/M FMV-DESKPOWER C24WC/M FMV-DESKPOWER C26WC/F

DVD-RWドライブ搭載��
15型デジタル液晶��
セットモデル�

DVDマルチドライブ搭載�
17型ワイドデジタル�
液晶セットモデル�

ホームネットワークをはじめる�
ファミリーネットワークステーション�

セットモデル�

テレビを楽しめる�
ファミリーネットワーク�

ステーション-T セットモデル�

DVD-R/RWドライブ搭載�
15型デジタル液晶�
セットモデル�

FMV-DESKPOWER C24C

省スペースで見やすい�
１５型デジタル液晶�
セットモデル�

FMV-DESKPOWER C20C

テレビ機能搭載�
15型デジタル液晶�
セットモデル�

DVDマルチドライブ搭載�
16型デジタル�
液晶セットモデル�

17型ワイドデジタル液晶�
セットのハイエンドモデル�

ホームサーバー機能�
内蔵のハイエンド�
クリエイティブモデル�

DVD-R/RWドライブ搭載�
17型ワイドデジタル�
液晶一体モデル�

テレビも見られるスタイリッシュ�
17型ワイドデジタル�
液晶一体モデル�

FMV-DESKPOWER L20C/R

ホームモバイルを楽しめる�
Smart Display�
セットモデル�

FMV-DESKPOWER L20C/S

ホームサーバー機能�
内蔵の液晶一体モデル�

FMV-DESKPOWER L20C/FFMV-DESKPOWER L20C

�

256MＢ（PC2100）� 256MＢ（PC2100）� 256MＢ（PC2100）� 256MＢ�
（PC2100）�

512MＢ�
（PC2700）�

キーボード�
マウス�
�

型
名�

つなぐ�

み 　る�

つくる�

トランソニックスピーカー内蔵�

2003年春モデル�

Intel®Celeron®

プロセッサ�
2GHz

Intel®Pentium®4�
プロセッサ�
2A GHz

Intel®Pentium®4�
プロセッサ�
2A GHz

Intel®Celeron®

プロセッサ�
2GHz

Intel®Celeron®

プロセッサ�
2GHz

ホームサーバー機能�

Smart Display機能�

インターネット�

CPU

メモリ�

ハードウェアエンコード�
機能付きテレビチューナー�

ハードウェアエンコード�
機能付きテレビチューナー�

（ファミリーネットワークステーション-T �
に搭載）�

ハードウェアエンコード�
機能付きテレビチューナー�テレビチューナー� テレビチューナー� テレビチューナー�テレビチューナー�

17型ワイドデジタル液晶�
高輝度低反射スーパーファインパネル採用�

17型ワイドデジタル液晶�
高輝度低反射�

スーパーファイン液晶採用�
あざやかウィンドウ(ＡＣＣ対応)

17型ワイドデジタル液晶�
高輝度低反射�

スーパーファイン液晶採用�
あざやかウィンドウ(ＡＣＣ対応)�

i-Panel搭載�

ワイヤレスキーボード、�
ワイヤレスマウス�

ワイヤレスキーボード、�
ワイヤレスマウス�

TYPE I / II＊2＊3＊4
PCカードスロット�×（2）�

TYPE I / II＊2＊3＊4
PCカードスロット� ×（2）�

TYPE I / II＊2＊3
PCカードスロット�×（2）�

TYPE I / II＊2＊3＊4
PCカードスロット�×2

TYPE I / II＊2＊3
PCカードスロット�×2

TYPE I / II＊2
PCカードスロット�×2（2）�

ブロードバンドポート（LAN）�
56kbpsモデム�

ブロードバンドポート（LAN）�
56kbpsモデム�

ブロードバンドポート（LAN）�
56kbpsモデム�

リモコン�

 USB2.0×4（本体）、�
USB1.1×1（液晶）� USB2.0×4（本体）� USB2.0×4（本体）� USB2.0×4（本体）�USB2.0×4（本体）�

Office XP Personal�
モデル�

Office XP Personal�
モデル�

Office XP Personal�
モデル�

56kbpsモデム�

ブロードバンドポート�
（LAN）�

56kbpsモデム�

ワイヤレスLAN�
アクセスポイント�
機能内蔵�

 ブロードバンドポート（LAN）�

AMD AthlonTMXP�
プロセッサ�
2100+

AMD AthlonTMXP�
プロセッサ�
2000+

17型�
高輝度フルフラットCRT
新高輝度ダイヤモンドトロン® M2管採用�

あざやかウィンドウ�

15型デジタル液晶� 15型デジタル液晶�15型デジタル液晶� 15型デジタル液晶�

2Ｗ×2 液晶ディスプレイ内蔵� 液晶ディスプレイ内蔵�液晶ディスプレイ内蔵�
液晶�

ディスプレイ�
内蔵�

PS/2キーボード、光学式マウス（USB）　� PS/2キーボード、�
光学式マウス（USB）�

PS/2キーボード、�
光学式マウス（USB）�

PCIスロット� ×2（2）� PCIスロット� ×2（1）� PCIスロット� ×2（1）� PCIスロット�×2（2）� PCIスロット�×2（0）�PCIスロット� ×2（1）�

タイムドメイン�
スピーカーTM内蔵�

タイムドメイン�
スピーカーTM内蔵�

スタイリッシュ コンパクトモデル� クリエイティブ コンパクトモデル� アドバンスト クリエイティブ コンパクトモデル� スタイリッシュ�
ステーションモデル�

スタイリッシュ�
クリエイティブ モデル�

Smart Display�
セットモデル�

ホームサーバー機能�
内蔵モデル�

アドバンスト �
コンパクトモデル�

ホームサーバー機能�
内蔵モデル�

FMVL20C FMVL20CR

FMVL20CS

FMVL20CFFMVCE207C FMVCE21C FMVCE21CR FMVCE21WCM FMVCE21CS FMVCE21CST FMVC24CR FMVC24SCM FMVC24WCM FMVC26WCF

FMVCE21CP―�

―�

―�

―�

―� ―�

タイピンマイク�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―� ―� ―� ―� FMVC24CP―� ―� ―� ―� ―� ―�

―�

―� ―�

―�

―�―�

FMVC24CFMVC20C

16型デジタル液晶�
高解像度表示対応�

Windows®XP�
Home Edition搭載�
Windows®XP�
Professional搭載�

ファミリー�
ネットワーク�
ステーション�

ファミリー�
ネットワーク�
ステーション-T

ワイヤレスLAN＊5�
ブロードバンドポート�
（LAN）�
56kbpsモデム�

ワイヤレスLAN�
アクセスポイント�
機能内蔵�

 ブロードバンドポート（LAN）�
56kbpsモデム�

ワイヤレスLAN�
ブロードバンドポート（LAN）�

56kbpsモデム�
（ファミリーネットワークステーションに�
ワイヤレスLANアクセスポイント機能搭載）�

�

リモコン、�
タイピンマイク�

�

リモコン、�
タイピンマイク�

�

リモコン、�
メモリーカードリード/�
ライト用アダプタ、�
USBカメラ、�
ヘッドセット�

リモコン、�
メモリーカードリード/�
ライト用アダプタ、�
USBカメラ、�
ヘッドセット�

リモコン、�
メモリーカードリード/�
ライト用アダプタ、�
タイピンマイク�

DVDマルチドライブ�
（DVD-R/RW/RAM）�

DVD�
マルチドライブ�

（DVD-R/RW/RAM）�
DVD-R/RW�
ドライブ�

DVD-R/RW�
ドライブ�

DVD�
マルチドライブ�

（DVD-R/RW/RAM）�
DVD-R/RW�
ドライブ�

�

ファミリーネットワークステーション セットモデル�

ホームサーバー機能�
セット�

ホームサーバー機能�
セット�

標準添付�

―�

リモコン、�
タイピンマイク�

�リモコン�

ホームサーバー機能�
内蔵�

ホームサーバー機能�
内蔵�

アドバンスト �
コンパクトモデル�

アドバンスト �
コンパクトモデル�

Smart Display

リモコン、�
タイピンマイク�

＊画面はハメコミ合成です。＊価格はオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。機種により機能が異なります。詳しい仕様についてはP43～44の「ハードウェア仕様一覧」を�
ご確認ください。 ＊1 うち20GBをホームサーバー機能として使用しており、お客様による容量変更はできません。＊2 TypeIIIの場合は1（1）となります。 ＊3 うち1スロットはメモリーカードリード/ライト機能付き�
PCカードスロット。 ＊4 メモリカードリード/ライト用アダプタが別途必要となります。＊5 L20C/SとSmart Displayの通信のみ対応しております。�

◎カラーモバイルスキャナ�
　RS-C40U �
希望小売価格:25,000円（税別）�

●汎用性にすぐれたUSB接続。　�
●手軽に持ち運べる軽量約100g。　�
●600 dpiフルカラー対応。　�
●読み取り幅105mm。�
�
�

BluetoothTM搭載、Pocket PC2002※1採用PDA

◎手のひらサイズの小型携帯端末『Pocket LOOX』�
◎FMV＆Pocket LOOXで使い方ひろがる。�
●最新のIntel®社製『PXA250アプリケーション・プロセッサ』�
 （400MHz）を搭載。�
●ワイヤレスで使い方ひろがるBluetoothTMを搭載。�
●スタイリッシュなボディは薄さ17.5ｍｍのコンパクトサイズ。�
●リチウムポリマーバッテリ採用により、長時間稼働を実現。�
●SDメモリーカードとCFカード（TypeⅡ対応）の2スロットを標準搭載。�
●240×320ドット、65,536色表示の3.5型反射型TFT液晶搭載。�

＊ 使い方によっては別売品が必要な場合もあります。�
＊1 Microsoft ® Pocket PC 2002 Software 日本語版�
�

オープン価格�
モバイルスキャナ� 補助記憶装置� AzbyClub Selection

オプション（ネットワーク関連周辺機器について　はP.34をご確認ください。）�

◎ファミリーネットワークステーション�

◎ファミリーネットワークステーション-T

◎ネットワークハードディスク-80GB

ファミリーネットワークステーション�

データの送受信が高速な、�
ブロードバンドインターネットに�
対応しています。�

インターネットに接続し、�
ホームページの閲覧�
などができます。�

デジタルカメラと�
連携して静止画を�
編集・加工できます。�

携帯電話と接続して、�
データの管理、編集、�
閲覧が可能です。�

音楽データを�
 MDに録音できます。�

Eメールで�
文章やデータを�
送受信できます。�

ワイヤレスでインターネットに�
接続できます。�

デジタル ビデオカメラと�
連携して動画を�
編集・加工できます。�

テレビ番組の観賞や、�
録画ができます。�

高画質、高音質な�
 DVDソフトの再生が�
可能です。�

CD-RまたはCD-RWに�
大容量データを�
保存できます。�

画像などを取り込んで�
ポストカードが�
つくれます。�

映像を自由に�
編集してオリジナル�
DVDが作成できます。�

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP
＊ USB1.1での動作のみ対応しております。�

●MOを使いこなすためのユーティリ　　 ティソフト添付。�
●セキュリティ機能搭載。（DMO-13　　 00U2）�
●ブロードバンドコンテンツを楽しむ　　メディアID機能に対応。�
※2003年2月中旬提供予定   ※販売　 　に関するお問い合わせ先：ハイパーセレクション�
　サポートセンター 0120-65 -8180        （9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝祭日を除く）�

◎高速5,455rpm、USB2.0　  /1.1対応MOドライブ�
　DynaMO 1300U2 Hyper      ［DMO-1300U2］オープン価格�
　DynaMO 640U2 Hyper　   ［DMO-640U2］�

◎USBバスパワー対応省　　電力設計MOドライブ＊�
　DynaMO 640 Pocket     ［DMO-640PT］オープン価格�

◎ FDDユニット（USB）�
AzbyClub会員価格：4,980円（税別）�

 本カタログ掲載のDESKPOWERをご購入いただいた方だけ!!�
 （販売期間：2003年5月30日まで）�

2,980円（税別）�

FMVの楽しさが拡がる周辺機器をAzbyClub会員様だけ�
の特別価格でご提供。＊1　�
http://www.fmworld.net/select ion/

●テレビチューナー搭載。●ホームサーバー機能搭載。�
●ワイヤレスブロードバンドルーター機能搭載。�
FMFNS-201 オープン価格 2003年2月提供予定 

●ホームサーバー機能搭載。 ●ワイヤレスブロードバンドルーター機能搭載。�
FMFNS-101 オープン価格 

●ファミリーネットワークステーションのハードディスク増設に最適！�
FMHD-80H1N オープン価格　2003年2月提供予定�
※P.12の「ご購入前の注意事項」もあわせてご確認ください。 

＊ 詳しくはP36をご覧ください。�
＊1 ご購入いただくには、事前にユーザー登録が必要です。ご購入はインターネット上で  �
　  の手続きとなります。電話／FAXによるご注文は受付けておりません。�
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■商品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください） 
■カタログについてのご注意 
●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品､画面 
とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは 
予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では 
色彩が異なる場合があります。●本カタログに記載の製品のディスク容量は､1MB=10002byte、1GB=10003 byte 
換算値です｡1MB=10242 byte、1GB=1024

3
 byte換算のものとは表記上同容量でも､実容量は少なくなりますので 

ご注意ください。●フロッピーディスクは、フォーマットした環境（メーカ、機種、ソフトウェア）が違うと、データを読み 
書きできないことがあります。●プレインストール／添付ソフトのバージョン／レベルや詳細機能は、予告なしに変更 
されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プレインストール／添付ソフトは、市販の 
パッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載について 
は、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレインストール／添付ソフトのマニュアルの中にはソフト 
のヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。 
■商品のご使用について 
●WindowsXP用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中にはパソコンやファミリーネットワークステーション 
で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●音楽や 
画像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）や画像の複製 
（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内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像 
をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。●オプション機器ご購入 
の際には､富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」の「FMVシリーズ システム構成図」を参照し､接続を 
確認したうえでお買い求めください。●テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データは､個人で楽しむ 
他は著作権者に無断で使用できません。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守 
サービスおよび技術サポートは行っておりません。●誤操作や故障などにより、パソコンやファミリーネットワーク 
ステーションの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、 
これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータはあらかじめCD-R（RW） 
などにバックアップを取っておくことをおすすめします。●本カタログに記載の製品の内蔵ハードディスクなどの修理時 
には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますので 
ご了承ください。●本カタログに記載された商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、 
販売店などにご確認のうえ、お選びください。●液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる 
場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。 
 

●液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使し、一画面上に235万個以上の画素（ドット）より作られています。この 
ため、画面上の一部に非点灯や常時点灯するドットが存在する場合がありますが、故障ではありませんので 
あらかじめご了承ください。●画面の表示内容によっては、17型フルフラットCRTでは2本の横線が見えます。これ 
はアパーチャグリル方式のブラウン管において、構造上必要なダンパー線の影が見えるものです。故障では 
ありませんので、あらかじめご了承ください。●本製品には、有寿命部品（CRT、LCD、HDD等）が含まれて 
おり、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。●本カタログに記載の商品の価格 
につきましては消費税は含まれておりません。また､導入および修理にあたっての配送､設置､インストール、 
操作指導等に要する料金および廃却に伴う費用等は含まれておりません｡●本装置の保証期間は1年間です。 
●本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年間 
です。●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合が 
ありますのでご注意ください。●エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力 
を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、 
ドライバ、およびアプリケーションのアップグレードが必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。 
■商標について 
●Intel、Pentium、Celeron、およびIntel InsideロゴはIntel Corporationの登録商標です。●AMD、AMDArrow 
ロゴ、AMD Athlon、Powered by DDR MemoryはAdvanced Micro Devices,Inc.の商標です。●Microsoft、 
Windows、 Officeロゴ、Outlook、Bookshelf、Windowsロゴは､米国マイクロソフトコーポレーションの米国および 
その他の国における商標または登録商標です。●「ムーバ/mova」、「i-mode/アイモード」は（株）NTTドコモの 
登録商標です。●Net MDウォークマンはソニー株式会社の商標です。●ダイヤモンドトロンは、三菱電機の登録商標 
です。●BluetoothはBluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。●G-GUIDEはジェムスター社の 
登録商標です。●メロディリンク、AzbyClub、フレキシブルベースは富士通株式会社の商標です。●その他の名称に 
ついては､一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。 

★本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費および、廃却に伴う費用等は含まれておりません。 
★このカタログに記載の価格、仕様ならびにサービス等の内容は2003年1月現在のものです。これらについては、予告なしに変更することがあります。 

CB2627 2003年1月Tこのカタログは、100%再生紙および 
大豆油インキを使用しています。 

私たちのモノづくりは、使い終わったあとのことまで考えています。 

設計から、回収まで。ライフサイクルを通じて環境保全に取り組んでいます。 

使いやすくて、壊れにくい製品はもちろんのこと、使い終わったあとのことまで考える。それが、私たちのモノづくりです。環境に配慮した製品づくりや、
ソフト・サービスの開発、製品や部材のリサイクルなど、あらゆる角度から積極的に環境活動に取り組んでいます。 

大豆油インキ使用包装箱 

DESKPOWERを梱包する段ボール箱の印刷 
に環境負荷の少ない大豆油インキを使用。 

　　＊ P Cグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境のコーナー」をご覧ください。（h t t p : / / e c o . f u j i t s u . c om /h t t p : / / e c o . f u j i t s u . c om /） 

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業
者として本製品が国際エネルギースタープログラムの
対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査
基準（2002年度版）をみたしています。詳細は、Web
サイトhh t t p : /t t p : // www ./ www . j e i t a . o r . j pj e i t a . o r . j p /をご覧ください。 

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物
質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリア
した地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。

このカタログに記載した製品は省エネ
法で2005年迄に達成しなければなら
ない目標基準値をクリアした製品です。 

「グリーン購入法」に適合した製品の提供 

 2001年4月1日から施行のグリーン購入法（国等 
 による環境物品等の調達の推進等に関する法律） 
 に基づく調達の基本方針に適合した製品です。 

再生プラスチック 

1999年より、DESKPOWERボディに再生プラ 
スチックを採用。 

クロムフリー鋼板 

DESKPOWERボディに、有害な六価クロムを 
使用しないクロムフリー鋼板を採用。（Lシリーズを除く） 

リサイクル対応型塗料 

1999年より、プラスチックと同素材のため、 
剥がさずにリサイクル可能な塗料を採用。 

環境負荷の小さな部材、材料の調達。 
調達 

富士通株式会社 
 

注意：電話番号はお間違えのないよう、お確かめの 
         うえおかけくださるようお願いいたします。 

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。 

◎インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」 
   http : //www. fmworld.net /

    iモードからも見られる「FMWORLD.NET」 
   http: //www. fmworld.net /m/

本カタログに記載されているFMVの商品紹介を、Viewpoint®社の 
Viewpoint Media PlayerTMによる3D画像でご覧いただけます。 

◎出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ 
　PC家庭教師（有料） 0120-37-2794

◎富士通オープンカレッジに関するお問合せ 
　事務局 0120 - 559 - 506

◎富士通マイゼミナールに関するお問合せ 
　東京（03）3255-4711　 横浜（045）224-2835 
　名古屋（052）239-1181　 大阪（06）6949-4137 
　福岡　0120 - 42 - 0103　 札幌（011）221-0314 
　仙台（022）267-5011　 大宮　0120-88-2982 
　広島（082）567-7201　 高松（087）812-8111 
 

 

◎富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 
　［購入前相談窓口］ お問合せ時間 9:00～17:00

＊システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 
＊各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。 

キューゴーマル  フジツー 

0120 - 950 - 222  

ご使用になっていたDESKPOWERを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。なお、本カタログに掲載のDESKPOWERに

は、データ流出のトラブルを回避する安全策のひとつとしてソフトウェア「ハードディスクデータ消去」を添付しております。ファミリーネットワークステーションには、ハードディスクの内容を消去

する廃棄機能を装備しております。（詳細は、インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」［http://www.fmworld.net/annc/hdd/index.html］をご覧ください。） 

パソコン廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について 

 

製造 
資源や水、エネルギー使用の効率化。 

 

製品輸送の際に排出される排ガスの低減。 
物流・販売 

使用済み製品の回収、リサイクルの促進。 
回収・リサイクル 

省エネ技術、グリーン製品の開発。 

開発・設計 

  環境への配慮もFMVの性能のひとつです。 

安全に関するご注意  

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。 

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP


