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「i-Panel」＆「ワンタッチボタン」でインターネットがラクラク。�
CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載でAV機能も充実、新世紀ビブロシリーズ登場。�
�

�

より快適�

大容量128MB�
メモリ搭載�

※搭載メモリは機種に�
より異なります。�
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写真のパソコンはFMV-BIBLO NE6/650Wです。また、ポータブルMDレコーダーは、パナソニックのSJ-MR200（別売）、
デジタルカメラは、富士写真フイルムのFinePix40i（別売）、デジタルビデオカメラは、パナソニックのNV-C7（別売）です。
（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族で楽しむ目的でのみご利用下さい。 ※画面はハメコミ合成です。

ビ ブ ロ で つ な が る 、広 が る 。

プライベートは気ままに自由を楽しみたい。
好きな場所で思いのままに、遊ぶ、創る、伝える。
憧れのライフスタイルをあなたに、新ビブロシリーズ登場。

インターネットもAV連携もこれ1台
新FMV-BIBLOシリーズ

より快適
大容量128MB

メモリ搭載

※搭載メモリは機種に
より異なります。

多彩な機能と
使いやすさ

NE
s e r i e s

A4 file

高機能
プラス携帯性

MF
s e r i e s

B5 file

CD-ROM、CD-RW、DVD-ROMといったメ
ディアにマルチに対応できるCD-RW/DVD-
ROMドライブを搭載。映画鑑賞やオリジナ
ルCDの作成など一台で多彩な使い方が可能。
パソコンの楽しさがさらに広がります。

NE6/850HB NE6/750B NE6/700B

CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載！

ワイヤレスでインターネットに接続
パソコン本体に先進の通信モジュール
BluetoothTMを搭載。標準添付の「ワイヤレ
スステーション」を使って、本体を電話回
線につなぐことなく室内の好きな場所か
らワイヤレスでインターネットにアクセ

スできます。

ワイヤレス携帯ビューワー「i-Point」
パソコン本体からワイヤレスでEメール
を「i-Point」にダウンロードして、出先で
Eメールを読むことができます。

NE6/650W

ワイヤレスインターネットに対応！
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「i
アイ

-Panel
パ ネ ル

」と「ワンタッチボタン」で
インターネットが快適。
※i-Panelは、NEシリーズのみ搭載。

※機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.16の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

通常のメール

特定の人からのメール

最大48文字を表示！
英語表示にも対応！
3色に光る楽しいメッセージウィンドウ

※バックライトの初期設定はグリーンです。

●光とメロディでEメールの着信をお知らせ
●インターネットの利用時間＆料金を表示
●メールボタンのプライバシーガード機能付き
●音楽CDのトラックナンバーを表示

（5時間無料体験）

●画面の上下スクロールが簡単！
●ボタン1つで便利なメニューを表示！

Bボタン

InternetボタンAボタン

（「＠メニュー」が起動）

INTERNET

iスクローラ

i-Panel

E-mailボタン

本体手前に多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載。ワンタッチボタンの操
作で新着メールの到着とメール件数が確認できます。メールの到着は光と
メロディでお知らせ。特定の相手にはバックライトの色設定も可能です。
※ワンタッチで操作を行うにはあらかじめ設定が必要です。

新着メールの到着をワンタッチで確認

多機能表示ウィンドウ「i-Panel」搭載！

「i-Panel」は、インターネットの利用時間や料金も表示可能。目安とす
る時間と料金を設定すれば、それをオーバーした時、光とメッセージで
警告してくます。インターネットの使い過ぎ防止に役立ちます。
※表示される料金はあくまで目安です。

インターネットの利用時間や料金を表示

カバーを閉じた状態でもらくらくEメールチェック

E-mailボタン

本体カバーを閉じた状態でも、ワンタッチボタンの操作で新着メール
の確認がOK。時間がない時や新着メールの有無だけを知りたい時な
ど、便利に活用できます。「i-Panel」と「ワンタッチボタン」は電源OFF
の状態でも利用が可能。Eメールのチェックはもちろん、音楽CDを聴
く際も、CDプレーヤーを扱うような快適な操作性を実感できます。

NEシリーズ

※画面はハメコミ合成です。
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Aボタンをワンタッチ、自動で「@nifty無料体
験」が起動。画面の指示にしたがうだけの簡単
な操作で接続を完了し、すぐに5時間無料でイ
ンターネットを楽しめます。
※無料体験期間は、利用開始時期にかかわらず、平成14年3月31日までとなり

ます。 ※「@nifty無
料体験」では、ホーム
ページ作成やEメール
など一部ご利用にな
れないサービスがあ
ります。 ※アクセ
スポイントまでの電
話料金および各種有
料サービスのご利用
料金はお客様のご負
担となります。

Internetボタンで「Microsoft® Internet Explorer」を
ワンタッチで起動し、インターネットに接続
（＊）。好きなホームページに、すぐにアクセス
できます。
＊あらかじめ設定が必要となります。

買ってすぐに5時間無料体験ホームページにすぐアクセス

ワンタッチボタンの組み合わせによるパスワー
ドの設定が可能。自分以外の人がボタンを押し
てもメールの確認はできません。

「プライバシーガード機能」を搭載 多彩な機能を集約したスクロールボタン「iスク
ローラ」を搭載。ホームページなど上下に画面
スクロールが必要な場面での快適な操作性を
実現しています。また、中央の決定ボタンを押
すだけで、ホームページ閲覧時の「戻る」、「進
む」の動作や「お気に入りの登録」などが可能。
Windows操作時は、よく使う「電卓」や「メモ
帳」も起動できます。

i-Panelの多彩な機能

ワンタッチで「＠メニュー」を起動。インター
ネット関連やEメール関連のソフトを一覧で
きます。そのため、使いたいソフトをすぐに起
動でき、便利です。

簡単スタート

「iスクローラ」で
インターネットがさらに快適

Internetボタン Aボタン Bボタン

iスクローラ

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Me搭載。（Windows®2000 Professional搭載モデルもあります。）

タイマー設定しておけば、決まった時刻に自動
でメールを確認。パソコンがスタンバイに移行
する際に、次のチェック時刻を表示します。

決まった時刻にメールチェック

起動時の表示メッセージをお好みに合わせて
自由に設定することが可能。パソコンの楽し
さがさらに広がります。

Eメールの送受信は
「@メール」におまかせ
E-mailボタンを押して「i-Panel」で新着
メールをチェックしたら、「@メール」で
Eメールの内容を確認。メールチェック
から、この「@メール」（＊1）の起動まで、
すべて自動（＊2）で行われます。
＊1 設定変更により「Microsoft® Outlook® Express」でも同様に
＊1 お使いいただけます。
＊2 あらかじめパスワードの保存などの設定が必要です。

わかりやすいアイコン表示で、Ｅメール
が初めての方も簡単に操作できます。ま
た、写真などを手軽に送信したり、受信し
たEメールを音声で読み上げる機能を搭
載。メールのやりとりがもっと楽しくな
ります。さらに、プライバシーを守る暗号
化メールに対応しています。

＠メール

お好みに合わせて表示メッセージを自由に設定

NEシリーズ
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INTERNET

アットニフティ

インターネットは＠nifty

【個人会員料金表】

お手軽1コース
お手軽5コース
無制限コース

デイタイムコース

オープンコース

かわいいカードで楽しくメッセージ交換
「デリポップ」
インターネットにつながって
いる友達とリアルタイムで
やり取りができ、自分で描
いた絵や写真も送れます。

豊富なメニュー、楽しいコンテンツ

はじめてのホームページ作成もサクサク、簡単
「@homepage」「サクサク作成君兄貴」
ホームページは、
無料で10MBまで
開設可能。簡単
作成ツール「サク
サク作成君兄貴」
を使えば初心者
でもあっという
間にらくらく作
成！掲示板やチ
ャットルームの開
設も簡単にでき
ます。

テレコミ3コース
テレコミ10コース

月々1,000円／3時間（超過した時間分は10円／分を加算）

月々2,500円／10時間（超過した時間分は10円／分を加算）

【スタンダード料金コース】ご利用のスタイルに合わせて選べる料金コースです。

【テレコミ料金コース】＠niftyのご利用料金と電話料金をセットにしたプランです。

親ID会員　月々2,000円
子ID会員　月々500円×子ID会員数 ※子ID1名ごとに500円かかります

親子ともに時間無制限

【ファミリープラン】クレジット決済の会員に限り、ご家族・親族の方に別IDを割安で取得できます。

種まき→水やり→木が育つ
「InterPot2」
インターネットの仮想世界に自
分の土地を持ち、そこで不思議
な樹木を育てます。また、育て
るだけでなく、まわりの土地の
人たちとのコミュニケーション
も楽しめます。

インターネットへの快適な接続をサポート！
「@nifty接続アシスタント」

○スイスイつながる
混雑度の低いアクセスポイントを選択し、ダイヤルするので、回線が混雑
する時間帯でも快適につながります。
○接続／切断がカンタン！
回線の接続／切断、Microsoft®Internet Explorerの起動が自動でできます。

○安心のサポート機能
10分ごとに音と画面で接続時間をお知らせします。常に最新のアクセ
スポイントに自動更新します。

※スタンダード料金コースは、加入料が別途1,000円かかります。テレコミ料金コースは、加入料無料です。
※テレコミ料金コースは３ヵ月無料の対象となりませんのであらかじめご了承ください。
※3ヵ月無料は、平成14年3月31日までに本カタログに掲載のＦＭＶに搭載のオンラインサインアップソフト「はじ
めよう！インターネット」または本体添付の申込書を使って入会した方が対象です。

※オンラインサインアップでご入会いただくには、ご本人名義のクレジットカード（＠nifty指定）が必要になります。
※3ヵ月無料の期間は、登録完了日から翌々月末までとなります。
※3ヵ月無料期間中のアクセスポイントまでの電話料金および各種有料サービスのご利用料金はお客様のご負
担になります。
※スタンダード料金コースの方がテレコミ料金コース専用のアクセスポイントへ接続された場合、20円／分がかか
ります。
※テレコミ料金コースでは、全国一律電話番号使用となります。また＠niftyアクセスポイント経由の場合及び、社
内LANなど他ネットワーク経由の場合は10円／分が加算されます。
※学割の対象となるのは、通学用定期券に学生割引を適用することができる日本国内の学校に在籍する学生です。

快　適

カンタン

安　心

はじめよう！インターネット
@niftyは富士通の推奨プロバイダーです。

月々250円／1時間（超過した時間分は5円／分を加算）

月々950円／5時間（超過した時間分は5円／分を加算）

月々2,000円／時間無制限　学割あり2,000円→1,500円

月々1,200円／6:00～21:00に限り時間無制限
（上記時間外は5円／分を加算）

月々1,200円／他ネットワーク経由に限り時間無制限　
学割あり1,200円→600円

（@niftyアクセスポイント経由の場合は5円／分を加算)

3ヵ月基本料金 ＋
超過接続料金無料！

それが

3ヵ月無料！で
インターネット使い放題

月々250円からの
お得な料金コース

アクセスポイントは
日本全国に

202カ所

電話代込み の
料金コースもあり

ホームページも

10MBまで
無料で開設

楽しいこと満載、

2500件の
豊富なコンテンツ

365日
夜9時までサポート

る、インターネットを快適にする、
充実のソフト＆サービス。
※機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.16の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

※画面はハメコミ合成です。
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あらかじめ登録したお気に入
りホームページを最大9画面
同時表示。効率よくネットサー
フィンが楽しめます。また、テ
レビのチャンネル選択の感覚
で1画面ずつ選んで見ることも
できます。

お気に入りのページを同時にチェック

回線が混み合っていてなかなかホーム
ページが表示されないとき、ワンクリッ
クで、文字だけのすばやい表示に切り替
えられます。また、セキュリティやプロ
キシの設定変更も簡単です。

インターネットで使った電話代やプ
ロバイダー料金を表示。今月はいくら
使っているか、一目でわかるので安心
です。一定料金や時間を超えると通知
するため、使い過ぎを防げます。
※あらかじめお客様のご利用環境の設定が必要に
なります。

※表示される料金はあくまで目安です。
※MF5/600Wは「インターネット料金表示」になります。

接続料金・時間がすぐわかる

知りたい情報を賢く検索 拡大表示や音声でホームページの閲覧をサポート

英文ホームページを高精度にスピード翻訳

長いURLを入力するかわ
りに、簡単な数字（インタ
ーネット番号）を入力す
るだけで、ホームページ
にすぐアクセスできます。

知りたい情報のキーワードから、
さまざまな検索サイトを利用して
ホームページを探します。複数の
サイトを使うため、ほしい情報を
効率的に見つけることができます。

文字の拡大表示や音声による
読みあげで、ホームページの閲
覧をサポート。視覚の負担を減
らして、ホームページを快適に
見ることができます。

英文で書かれたホームページ
を、スピーディーに翻訳。海外
のホームページも気軽に楽し
めます。

インターネットをアクティブに、快適にするツール＆ソフトが満載

デスクトップの画面上に、「@nifty」の人気コンテンツ
のご紹介や「FMVサポート&サービス」のご案内など、
役立つ楽しい情報を満載。ほしい情報にすぐアクセス
できます。

お勧めコンテンツをご紹介

ワンクリックで高速表示に設定変更

番号入力だけでホームページへ

※富士通のホームページなら「222」を入力するだけ。

しゃべった言葉が、そのま
ま文字に変換されて表示
され、声で文章入力できま
す。また、間違った入力や
変換も、キーボードを使わ
ずに修正可能。「@メール」
なら、声だけでのメール送
信もできます。
※NE6/850HB、NE6/750B、NE6/750R
のみ搭載しています。

しゃべった言葉をそのまま入力

音声入力に最適な
ヘッドウォーンマイクを
標準添付。

ホームページにふりがなを表示

ホームページの漢字をひらが
なに変換して、表示するお子様
向けブラウザです。ひらがな変
換する漢字は学年別に指定で
きるので、学力に合わせて、イ
ンターネットを楽しめます。

@ブラウザTM（WEB便利ツールTM） @スイッチTM（WEB便利ツールTM） @料金表示

FMVサービスチャンネル コペルニックライト 眼の助（がんのすけ）

翻訳サーフィン（ホームページ翻訳）V7.0

Hatch inside

DragonSpeechTM Partner

ひらがなナビィ

FMVユーザーのための専用ホームページ「AzbyClub（アズビィクラブ）」

※一部のサービスは有料になる場合があります。※計画中のサービスを含みます。

お客様のお好みに応じて、表示する情報を自由に設定することが
できます。

AzbyClubは、お客様一人ひとりにきめ細かいサービスメニューをお届けし、お客様と富士通をつなぐホームページです。
※AzbyClubのご利用には、ユーザー登録時に発行される「ユーザー登録番号」と「パスワード」を入力していただきます。FMV、INTERTOPユーザー以外の方はご利用になれません。

http://www.fmworld.net/azbyclub/

AzbyClubのサービスに関する最新情報、詳細につきましては
ホームページでご確認ください。

■ニュース
全国版のニュースに加え、お好きな地方の
ニュースを表示できます。
■天気予報
全国の天気予報に加え、地域を設定するとそ
の地域の詳細な天気予報をご覧になれます。

■生活指数
スキー/ゲレンデ指数など季節によって様 な々
生活指数を提供致します。

■天気のまめ知識
天気、気象や季節に関するまめ知識をご覧に
なれます。毎日更新されます。

■ランキング
CD、ビデオ、DVD、ゲームなど様 な々ジャンル
のランキング情報を毎週掲載します。

生活情報

壁紙やホームページの素材のダウンロードサー
ビスを始め、コラムやイラストの投稿コーナーな
ど、ちょっと便利で楽しい企画がもりだくさん。

情報コンビニ

■ソフトウェア
プレインストールソフトの単体販売や、アップ
グレード版をご購入できます。ソフトにより、会
員だけの特別価格もご用意しています。

購　入
サポート情報

■PCカルテ
お客様がお持ちのパソコン情報を一覧表示。
関連商品のご購入・パソコンの買い替え検
討やサポートをお受けになる際に便利です。
■Q&A navi
文章と単語によるQ&A検索ができ、パソコン
についてのお悩みを素早く解決できます。
■ソフトウェアダウンロード
ご使用になっている機種を指定して、お客様
のパソコンに合ったドライバ、BIOSなどの
ダウンロードができます。
■マニュアルセンター
添付のマニュアルをPDF形式でダウンロード
できます。また、正誤表などもご覧になれます。
■添付品申込み
お持ちのパソコンの添付品（リカバリCDなど）
を紛失時にご購入できます。

■Webメールサポート
FMVに関する技術的なお問い合わせに関し
て、Eメールで回答いたします。受付フォーム
に沿ってお問い合わせください。

■修理関連サービス
保証期間内のパソコン無料引取り、パソコン
修理状況確認、修理のお見積もりなど、パソ
コンの調子が悪いと感じたときにすぐにご利
用になれるサービスをご用意しております。

■サポート窓口情報
サポート窓口の混雑状況と、全国のサポート
拠点の案内をご確認いただけます。
■他社周辺機器動作確認状況
富士通にてFMV-DESKPOWER／FMV-
BIBLO上で動作が確認された周辺機器の製
品情報をご確認いただけます。

AzbyClubトップページ

画像も送れて楽しさ広がるインターネット電話

DV@Talk

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

デジタルビデオカメラとつないでテレビ電話
お持ちのデジタルビデオカメラをパソコンと接続す
ると、テレビ電話としてご利用になれます。（＊）相
手の顔を見ながら会話を楽しむことができるので、

電話の楽しさがさ
らに広がります。デジタルカメラの写真も送信

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

NE6/850HB NE6/750B NE6/750R

〈自分の顔〉 〈相手の顔〉

＊ご使用の回線状況によっ
て、送受信できる画像の
コマ数が変動します。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Me搭載。（Windows®2000 Professional搭載モデルもあります。）
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NE6/650Wにはワイヤレス携帯ビューワー「i-Point」を標準添付。「i-Point」
を使えば、パソコン本体を操作することなく、手元の表示画面でEメー
ルを読むことができます。また、出勤／登校前など時間のない時には、パ
ソコンに届いた未読メールをワイヤレスでダウンロード。外出先に持っ
ていけば、好きな時にまとめて読めます。
※「＠メール」との連携が必要です。

ワイヤレスでEメールの確認ができる！

「i-Point」なら、キーボードやマウス
を使わずに、ワイヤレスで音楽CDの
再生/停止操作ができます。表示部は
グラフィカルな大画面LCDを採用。
CDプレーヤーを扱うような快適な操
作性を実感できます。

音楽CDの操作がらくらく！

先進のBluetoothTMを搭載。ワイヤレスでEメール/最新ニュースを気楽にチェック。音楽CDの操作もできる

NE6/650Wでは、AzbyClubがお届けするメールマガジン『AzbyClub デ
イリーニュース』（＊）を、「i-Point」で確認できます。外出前にニュースを
ダウンロードしておけば、出先でもニュースのチェックが可能です。
＊お客様の機種に関する最新情報や、天気予報や占いなどお客様の好みに合わせた情報を配信するメールマガジ
ンです。ご利用の際はAzbyClubへの加入とEメールアドレスの登録が必要です。
※「＠メール」との連携が必要です。

お好みのニュースをチェック！

i-Point に
ダウンロードして確認！

お好みのニュースを
毎日配信！

その他多彩な機能を満載！

最先端のワイヤレス通信技術BluetoothTMを採用

NE6/650Wでは、世界中の企業2000社以上が賛同
する先進の無線通信規格BluetoothTMを採用。簡易
な接続と小型軽量の通信モジュールにより、今後
パソコンをはじめ、様々な機器で搭載が見込まれ
る最先端の技術をいちはやく取り入れました。

ワイヤレスでインターネットが
もっと身近になる。
※機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.16の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

アプリケーション起動 ……３つのワンタッチボタンを装備。簡単にアプリケー
ションを起動できます。（＊）
＊3つのボタンは、「Microsoft® Internet Explorer」、「＠メール」、

「＠メニュー」に割当てられています。

マウス機能 …………………ワイヤレスマウスとしてパソコンを操作できます。
住所録の表示 ………………FM手帳との連携で、住所録データを表示します。
時計表示 ……………………日時を表示。秒針部は、アナログ時計のようにグラフィ

カルです。
※秒針表示は、5秒単位で回転します。

スクリーンセーバー起動 …スクリーンセーバーを起動します。

i-Point仕様一覧�
Bluetooth ver1.0B�
ACLリンク方式�
115kbps�

約50m (見通し距離)�
120×96ドット�
単4乾電池×2本�

通信時 600mW (max)�
約4時間(連続通信時)�
約300時間(スタンバイ時)�
55×103.5×13.5 mm �
約65g(電池含む)�
単4乾電池×2本�

インタフェース�
通信方式�
最大通信速度�
通信距離�
表示機能�
電源�
�
稼働時間�
�
外形寸法（W×D×H）�
重量�
主な付属品�

�
�
�
�
�
入力�
消費電力�
�
�

ワイヤレス携帯ビューワー

i-Point

NE6/650W

WIRELESS

表示画面

アプリケーションボタン

コントロールボタン

メニューボタン

ファンクションボタン

※見通し半径50m以内で通信可能。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。
※電子機器の誤作動を招く恐れのある場所（病院内、満員電車の中、航空機内など）では使用しないでください。
※本機のBluetoothTMは、日本国内のみでお使いください。海外でご使用になると罰せられることがあります。

※画面はハメコミ合成です。
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BluetoothTMワイヤレスステーションで室内の好きな場所でインターネット

H"IN（エッジイン）モジュール内蔵で手軽にインターネットにアクセス

NE6/650Wでは、配線なしでもイン
ターネットが楽しめるBluetoothTM

対応ワイヤレスステーションを標
準添付。ワイヤレスステーションに
電話回線を接続して、屋内のどこか
らでもインターネットにアクセス
できます。モジュラージャックの位
置などによる使用場所の制限がな
いので、リビングやテラスなど、お

通信機能内蔵だからこんなに便利！

DDIポケットとの契約等に関する注意事項

ワイヤレス
ステーション

パソコン

パソコン

MF5/600W標準添付ワイヤレスステーション仕様一覧�
データ:56kbps (V.90 & K56flex 両対応) �

モジュラージャックRJ-11�
モジュラージャックRJ-11�

PIAFS 64K（自営標準第3版）�
RS232C D-sub9ピン （TA接続）   �
AC100V、50 Hz/60 Hz   �
通信時：約9.5W�

非通信時：電源ON時・約8.5W、電源OFF時・約2.0W�
約162×33.8×120mm   �

約250g

インタフェース�
�
�
�
�
電源�
�
�
外形寸法（W×D×H）�
重量�

LINE（モデム）端子（＊） �
�
TEL端子�
ワイヤレス通信機能�
シリアルコネクター�
入力�
消費電力�
�
�

＊日本国内NTTアナログ一般回線専用です。�

NE6/650W標準添付ワイヤレスステーション仕様一覧�
データ:56kbps (V.90 & K56flex 両対応) �

モジュラージャックRJ-11�
モジュラージャックRJ-11�

Bluetooth Specification Ver.1.0B�
RS232C D-sub9ピン （PC/TA切り換え可能）   �

AC100V、50 Hz/60 Hz   �
通信時：約5.0W�

約134×32×110mm   �
約250g

インタフェース�
�
�
�
�
電源�
�
外形寸法（W×D×H）�
重量�

LINE（モデム）端子（＊） �
�
TEL端子�
ワイヤレス通信機能�
シリアルコネクター�
入力�
消費電力�
�
�

＊日本国内NTTアナログ一般回線専用です。�

屋内では電話回線を利用し、ワイヤレスで手軽にインターネット
MF5/600Wではワイヤレスステーションを標準添付。ご家庭の電話回
線を利用して、ワイヤレスでの快適なインターネットを楽しめます。

※H"INサインアップを行わなくても、本機能をご利用いただけます。
※見通し半径100m以内で通信可能。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。

H"IN（エッジイン）の契約をオンラインで行い、すぐに快適通信
業界初、H"IN（エッジイン）の電話番号をオンラインで取得する『H"INサ
インアップ』ソフトを用意。氏名、住所、クレジットカード番号など必要
な情報を入力するだけの簡単操作でサインアップ（＊4）でき、買ったそ
の日から高速64kbpsのデータ通信が利用できます。
＊4 サインアップにあたっての契約などに関する注意事項は右記をご参照ください。
（注）インターネットをご利用する場合は、別途プロバイダ契約が必要となります。

MF5/600W本体に高速64kbpsのデータ通信（＊1）［H"IN
（エッジイン）］（＊2）を標準搭載。電話機や通信カード
等を接続することなく、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。

＊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 データ通信のみ利用できます。音声通話はご利用できません。データ通信を行う場合は、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。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。また、航空機、病院、電車などでは、ワイヤレス通信機能をOFFにしてください。

ニュースやエンターテイメント情報（＊3）などを提供
する『コンテンツサービス』や、H"LINK（エッジ・リンク）
対応電話機間で簡易文字メッセージの会話を楽しむ
『DXメール（直送メール・チャットメール）』などDDIポ
ケットのサービスが利用でき、ますますコミュニケー
ションが楽しくなります。

＊3 情報料は、無料なものと有料なものがあります。また情報料以外に通信料がかかります。

豊富なDDIポケットのサービスを利用できる

さっと開いてすぐに通信

好きな場所から手軽にネットサーフィン。インターネットの楽し
さがさらに広がります。
※見通し半径50m以内で通信可能。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。
※電子機器の誤作動を招く恐れのある場所（病院内、満員電車の中、航空機内など）では使用しないでください。
※本機のBluetoothTMは、日本国内のみでお使いください。海外でご使用になると罰せられることがあります。

NE6/650W

MF5/600W （注）本機能サービスを利用する場合は、
（注）オンラインによるDDIポケットとの契約が必要となります。

今なら、契約事務手数料 2,700円 無料!

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Me搭載。

好評につき
平成13年4月末日まで延長

※H"INモジュールを搭載した「MF5/600W」をお買い上げ
の上、新規ご契約の方を対象とさせていただきます。

DDI ポケット株式会社

■ご利用お申し込み・お問い合わせ
受付時間（日・祝日を除く）平日／9:00～18:00 
受付時間（日・祝日を除く） 土／9:00～17:00
一般加入電話・公衆電話から 0077-775（無料）
feel H"（フィールエッジ）・H"（エッジ）・
ポケット電話から 局番なしの116（無料）

■データ通信に関するお問い合わせ
受付時間（日・祝日を除く）平日／9:00～17:30
一般加入電話・公衆電話から 0077-7-157（無料）
feel H"（フィールエッジ）・H"（エッジ）・
ポケット電話から 局番なしの157（無料）

ホームページ http://www.ddipocket.co.jp/

●ご契約にあたっては、ご契約者本人名義のクレジットカード
が必要となります。

●DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。な
お、審査結果によっては、預託金が必要となる場合があります。

●ご加入時には、別途、契約事務手数料がかかります。
●ご契約、お支払方法、ご利用いただけるサービスエリア、料金
プラン、DDIポケット提供の各種サービス等の詳細に関して
はDDIポケットのカタログやホームページをご参照、あるい
は右記窓口までご相談ください。

●発信先限定サービス対応端末（「安心だフォン」、「TwoLINKDATA」）、
及び「文字電話」対応端末からH"IN対応モデルへのオンラインによ
る機種変更はできません。上記機種で機種変更を希望されるお客
様については、右記窓口までご相談ください。

●H"IN対応モデルでDDIポケットと回線契約している場合、
修理期間中などにおいても月額基本使用料は請求されます。


