
「ブロードバンド対応で、ひとつ先の インターネットへ。新ビブロシリーズ登場�

i-Panel搭載�
BluetoothTM内蔵ワイヤレスモデル�
クリエイティブAVモデル�

スタイリッシュボディ�
クリエイティブ&コンパクトモデル�

モバイルマルチベイ搭載�
ハイスペック&モバイルモデル�

DVD標準搭載�
モバイルマルチメディアモデル�

超小型・軽量980g
モバイルコミュニケーションモデル�

高速インターネットブロードバンド対応。�
スピーディーにダウンロードして好きな映画・音楽などが思う存分楽しめる！�

インターネットを快適にする多彩な機能を満載�

ブロードバンドポート（LAN）を標準装備。ADSLやCATVに対応し、�
好きな映画や音楽などをすばやくダウンロードして楽しむことができます。�
※MF7/600W、LOOX Tシリーズ、LOOX Sシリーズでは、別途、LANカードが必要となります。�

NEシリーズ�NBシリーズ�MFシリーズ�

最先端のワイヤレス通信規格BluetoothTM搭載。�
ご家庭で場所を選ばず、インターネットにアクセス！�

『BluetoothTM』を標準搭載。�
家中のどこからでもワイヤレスでインターネットにアクセスできます。�
※別売のワイヤレスステーション（BluetoothTM対応）[FMWT-401]が必要となります。�

NE7/1000H NE7/800W NE7/75W

高速64kbpsワイヤレスデータ通信機能＊1搭載［H"IN］。�
軽快に持ち歩いて、快適なモバイルインターネット！�

手軽に持ち歩いていつでも、どこでも（＊2）、快適なインターネットを実現する、�
高速64kbpsワイヤレスデータ（＊1）通信機能を標準搭載［H"IN］しています。�
＊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。�
契約等に関しての注意事項については、P.8をご参照ください。�

＊2 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。�
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。�

MF7/600W

LOOX Tシリーズ�

LOOX T7/63W LOOX S7/60W

LOOX Sシリーズ�
※�

※�

※� ※�

新FMV-BIBLOシリーズ登場�

ルークス� ルークス�

このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。�
ハードウェアドライバが必要な場合はWindows XP発売後、当社より提供いたします。�
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※機種により仕様・機能が異なります。P.29-P.30でご確認ください。 ※画面はハメコミ合成です。
（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ください。

※写真のパソコンは、FMV-BIBLO NE7/800Wです。



「iスクローラ」でインターネットがさらに快適

多機能スクロールボタン「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

場合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「お気に入りに登録」

などが可能。Windows操作時は、よく使う「電卓」

や「メモ帳」をはじめ、「マイコンピュータ」や「マ

イドキュメント」も起動できます。

4

「プライバシーガード機能」を搭載

「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れます。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

誕生日など特別な日には、楽しいイラストを表示。また、お好み

に合わせてメッセージを自由に設定して表示できます。

お好みに合わせてメッセージ表示

その他多彩な機能

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

ニュースをチェック ニュースモード

「i-Panel」で、毎日新聞ニュースやAzbyClubの提供する天気、運勢などを

自動（＊）でチェック。右から左に文字をスクロールして内容を表示し

ます。本体カバーを閉じた状態でも、「i-Panel」で、簡単に確認できます。
＊あらかじめ設定が必要です。

※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。

CDやDVDの操作が快適 DISCモード

CDプレイヤーを扱う感覚で手軽に音楽CDを楽しめます。また、DVDを

見る時も再生／停止などの操作が快適です。

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。
＊あらかじめ設定が必要です。

iスクローラ

ワンタッチでらくらく操作

ワンタッチで、Eメールのチェックや
インターネットがすぐに楽しめる

i-Panel & INTERNET
7色に光る「i-Panel」で、Eメールの楽しさ広がる。
※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.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

3

Eメールの送受信は「@メール」におまかせ

「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、メールソフト（＊1）の起動

まで、すべて自動（＊2）で行うことができます。
＊1 設定変更により「Microsoft® Outlook® Express」でも同様に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、新着

メールを音声で読み上げたり、大切な人から

のメールを顔アイコンで表示する機能など、

メールのやり取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

も対応しています。

＠メール

3つのモード切り換えで使い方が多彩に広がる！
多機能表示ウィンドウ「i-Panel」
●Eメールの受信などが
ワンタッチでらくらく操作

●最新のニュースをチェック

●音楽CDやDVDの操作が快適

i-Panel

●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！

iスクローラ

「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。

ワンタッチで「@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、2003年7月31日までとなります。

※「@nifty無料体験」では、ホームページ作成やEメールなど一部ご利用になれないサービスがあります。

※アクセスポイントまでの電話料金および各種有料サービスのご利用料金はお客様のご負担となります。

※ADSL、CATVには対応しておりません。

ワンタッチで「＠メニュー」を起動。

インターネットやEメール関連のソ

フトを一覧で表示。使いたいソフトをすぐに起

動でき、便利です。

※画面はハメコミ合成です。

本体カバーを閉じた状態

でも、ワンタッチのボタン

操作で新着メールの確認

がOK。時間がない時や新

着メールの差出人/件名だ

けを知りたい時など、電源

がOFFの状態（＊）からで

も便利に活用できます。
＊MAINスイッチがONの時にかぎります。

カバーを閉じた状態でもらくらくメールチェック

7色のバックライトで差出人をおしらせ

■ライトブルー ■ブルー ■アイスブルー ■グリーン
■ライトグリーン ■レッド ■パープル

＠メールと連携すれば、メールの受信から音声での読み上げまでワン

タッチで行えます。
※ワンタッチで操作を行うにはあらかじめ設定が必要です。

新着メールを音声でチェック

アイ

MAIL

WEB

A

B

※上記マークの説明は、P.29の
「マークの説明」にあります。

パ ネ ル

ワンタッチモード

新着メールの差出人と件名が、ワンタッチ

のボタン操作で確認できます。メールの到

着は光とメロディでお知らせ。差出人に合

わせてバックライトを7色の中から選べま

す。友達からはレッド、家族からはブルー、

仕事の同僚からはグリーンなど、自分だけ

の設定でメールのやりとりがもっと便利

にもっと楽しくなります。
※ワンタッチで操作を行うにはあらかじめ設定が必要です。

新着メールをワンタッチで確認

新着メールを受信

差出人と件名をチェック

※バックライトの初期設定はブルーです。

▼

ワンタッチモード�

ニュースモード�

DISCモード�



ブロードバンド・�
インターネット�ADSL�

（上り最大512kbps�
下り最大1.5Mbps）�

CATV�
（最大10数Mbps）（＊8）�

ケーブル�
インターネット�

インターネット（＠nifty）�

FMV-BIBLO

携帯電話�
接続用USBケーブル（＊2）�
cdmaOne�
接続用USBケーブル�
（オプション）�

携帯電話�
（最大14.4kbps/9.6kbps）（＊1）�

USB

携帯電話�

USBまたは�
RS-232C（＊7）�

ISDN回線�
（フレッツ・ISDN）�
（最大128／64kbps）�

PHS�
（最大64/32kbps）�

PHS接続用�
USBケーブル�
（オプション）�

USB

ISDN�
ターミナルアダプタ�
（オプション）�

PHS
ADSLモデム�

スプリッタ�
ケーブルモデム�

ブロードバンドポート（LAN）（＊9）�
ブロードバンドポート（LAN）（＊9）�

またはUSB

ワイヤレス�
（最大64/32kbps）�

Bluetooth™
PCカード（＊4）�

ワイヤレス�
ステーション�

（BluetoothTM対応）（＊3）�

ワイヤレス�
ステーション�

（PIAFS対応）（＊5）�

モデム� H"IN�
モジュール（＊6）�

電話回線�
（最大56kbps）�

（オプション）�

6
富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

【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

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。

インターネットへの快適な接続をサポート！

※入会後3ヵ月に限り基本料金および超過接続料金が無料で利用できます。
※テレコミ料金コースは3ヵ月無料の対象外となります。
※3ヵ月無料は、2003年7月31日までに本カタログに掲載のFMVに収録のサインアップソフト「はじめよう！
インターネット」またはパソコンに添付の「@nifty入会マニュアル」の入会申込書を使って入会した方が対象です。
※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。
※スタンダード料金コースは別途加入料1,000円がかかります。テレコミ料金コースは加入料無料です。
※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。
※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。

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

仲間がいっぱい

460万人の会員数
※2001年3月末現在

電話代込みの
料金コースもあり

アクセスポイントは
日本全国に

202ヵ所

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

3ヵ月無料！

○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。
※ADSL、CATVではご利用になれません。

アットニフティ

アットニフティ

ではじめよう！インターネット
豊富なメニュー、楽しいコンテンツ

快　適 カンタン 安　心@nifty接続アシスタント

高速なバックボーンで快適！
@niftyの高速コンテンツ配信ネットワークなら、ブロードバンドのスト
リームコンテンツを高速、高品質で配信することができます。

対応エリアが広い！
@niftyは、複数の回線事業者と提携しているので、提供地域は日本全国に
およびます。対応エリアはさらに拡大中です。

申し込みが簡単！
下記のホームページでご自身の住んでいる地域がADSL提供エリアに該当し
ているか調べ、該当していればそこからすぐにオンライン申込みができます。
http://www.nifty.com/connect/adsl/
※@niftyの会員でない方は、@niftyにご入会後お申込みください。

フレッツ・ADSLにも対応！
NTT東日本／西日本が提供する「フレッツ・ADSL」にも対応しています。

月々定額料金でブロードバンド・インターネットが使い放題！！
さらに、@nifty入会後3ヵ月は@nifty無制限コース（月額2,000円）が無料！※1

@niftyのADSL接続サービス
ADSL料金体系

電話回線と共用する
（タイプ１）

ADSL接続サービス フレッツ・ADSL

5,800円／月
（@nifty無制限コース料金2,000円含む）

（@nifty無制限コース料金2,000円含む） （@nifty無制限コース料金2,000円含む）

（@nifty無制限コース料金2,000円含む）

6,800円／月※2

7,700円／月 8,400円／月※2電話回線と共用しない
（タイプ2）

※1 本カタログに掲載のFMVに収録されているサインアップソフト「はじめよう！インターネット」、または、FMVに添付
されている「@nifty入会マニュアル」の入会申込書を使って2003年7月31日までに@niftyに入会されると、入会後
3カ月は@nifty無制限コース料金の2,000円が無料になります。無料の期間は、@nifty登録完了日から翌々月末ま
でです（ADSL開通日からではありません）。

※2 上記料金表のフレッツ・ADSLの料金は、@nifty無制限コース料金、@niftyブロードバンドオプション、NTTから請求され
るフレッツ・ADSL利用料の合計になります。フレッツ・ADSLについて詳しくは、NTT各地域会社にお問い合わせください。

※2 別途@niftyへの加入料（1,000円）とNTTの工事費などの初期費用がかかります。また、上記月額料金には別途モ
デムレンタル料が加わる場合もあります。

※2 ADSL接続サービスについて詳しくは下記のホームページでご確認ください。
http://www.nifty.com/connect/adsl/

（2001年5月現在）

ブロードバンドも@nifty

富士通が推奨する

3ヵ月無料！でインターネット使い放題

ブロードバンドポート（LAN）で高速回線に簡単アクセス
ブロードバンドポート（LAN）を標準搭載。高速回線に手軽に
アクセスできます。大容量の音楽や映像もスピーディーに
ダウンロードでき、ストレスなくインターネットを楽しめます。
※LANケーブルは添付しておりません。

※MF7/600W、LOOXシリーズは、ブロードバンドポート（LAN）を搭載しておりません。

セキュリティソフト搭載で常時接続＊も安心
インターネットセキュリティソフト「Norton™Personal Firewall」を搭載。
外部からの悪質なアクセスから大事なデータを守ります。
●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
＊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ます。

※無償サポートと無償アップデートの期間は、本体使用開始から180日間です。

不正アクセス�

ID・パスワードの流出�

通常アクセス�

パソコン�

危険なWebサイト�

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト�

NortonTM Personal Firewall

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)

簡単・安心BROADBAND INTERNET
ブロードバンド・インターネットなら、速くて快適。
ビブロなら、ひとつ先の使い方を手軽にやさしく楽しめる。
※機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

5 ※画面はハメコミ合成です。

※上記マークの説明は、P.29の
「マークの説明」にあります。

＊1 接続される電話機により通信速度は異なります。 ＊2 MF7/700、MF7/60R、LOOX T7/63、LOOX S7/60に標準添付。それ以外はオプションです。 ＊3 NE7/800W、NE7/75Wに標準添付。それ以外はオプションです。
＊4 NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75Wでは、BluetoothTMPCカードは必要ありません。また、NB7/80R、NB7/80Cは対応しておりません。 ＊5 MF7/600Wに標準添付。それ以外はオプションです。
＊6 MF7/600W、LOOX T7/63W、LOOX S7/60Wのみ。 ＊7 NEシリーズのみ。 ＊8 提供会社により最大通信速度は異なります。
＊9 MF7/600WおよびLOOXシリーズはLANコネクタを標準装備しておりません。これらの機種では別途LANカードが必要となります。

楽しい!

見たい番組を見たい時間に見る 自宅にいながらゲームで対戦する

放送時間に縛られることなく、
最新の情報にすばやくアクセ
ス。これが、ブロードバンド時
代のテレビの楽しみ方になり
ます。

オンラインゲームで、自宅にいながら他のゲーム
参加者とゲームを楽しめます。ゲームの参加者
とコミュニケーションが取れたり、スコアを競った
りと、今までのゲームでは体験できなかった楽し
み方を味わえます。

Bloomberg TELEVISION World Fishing InterPot 2MOTORLAND TV

気に入った曲を購入、
ダウンロード

自宅のパソコンが映画館になる

自宅で好きなときに映画が
見られます。これからは、映
画館に行かずにいつでも好
きなときに自宅で映画を楽
しむことができます。

オンライン上の友達に
素早くメッセージが送れる
@niftyメッセンジャーデリポップ

Cineplex@nifty openArt
Digital Music Store（DMS）

ブロードバンド・インターネット用語説明

ブロードバンド
広帯域のデータ転送。ADSL、CATVなどの通信回線を使用

することで、動画や音声、ゲームなどの大容量データを高速

で配信するサービスを快適に利用できます。また、定額料金

のサービスが多く、常時接続での利用が可能となります。

ADSL（エーディーエスエル）
Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。非対称デジタル

加入者線。従来の電話回線を利用して高速データ通信を行

なう技術の1つ。受信データが多いインターネットに適してい

ます。専用のADSLモデムの取り付け工事などが必要です。

常時接続＊

インターネットにつなぎっぱなしの状態で、いつでも利用で

きる環境。従来の専用線を利用する方法に加え、ADSL、

CATVなどの通信回線を使用したサービスがあります。
＊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。

欲しいソフトを素早く
ダウンロードできる

ブロードバンド・インターネットの
使い方をひろげるサービス

AzbyClub

※「Bloomberg TELEVISION」、「MOTORLAND TV」、「InterPot 2」、「Cineplex@nifty」、「Digital Music Store（DMS）」、「@niftyメッセンジャーデリポップ」は、@niftyの会員のみサービスをご利用になれます。

※「Bloomberg TELEVISION」、「MOTORLAND TV」、「InterPot 2」、「Cineplex@nifty」、「Digital Music Store（DMS）」のサービスのご利用は別途追加料金が必要です。

ブロードバンドなら、快速、快適！
ADSLの場合、下りで最大1.5Mbps、ISDN（64kbps）の約24倍の速さを実現します。

“ブロードバンド・インターネットだからできること”を追求したブロードバンド・インターネット専用サイト
「Broadband@nifty」なら、インターネットの新しい可能性を引き出すコンテンツサービスが盛りだくさん。
「テレビ」、「ゲーム」、「映画」、「音楽」、「チャット」をインターネットで。“これから”の楽しみ方がここにあります。

速い!


