
2001.6

BluetoothTM内蔵ワイヤレスモデル�
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 ブロードバンドで快適。ワイヤレスで楽 。々�
 ひとつ先のインターネットへ。使い方広がる新ビブロシリーズ登場。�
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「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。�

21
※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。
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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!



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)�
55.0×103.5×13.5 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）�
質量�
主な付属品�

�
�
�
�
�
入力�
消費電力�
�
�

※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。

DDIポケットとの契約等に関する注意事項

MF7/600W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）�
質量�

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

MF7/600W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。

DDI ポケット株式会社

●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
の各種サービスなどの詳細に関しては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」、「Two LINK DATA」）、および「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。

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

Eメールで確認
パソコンに届いたEメールをワイヤレスでダウンロード。

外出先でも好きな時にEメールを読むことができます。
※「@メール」との連携が必要です。

最新ニュースのチェック
AzbyClubがお届けする「AzbyClubデイリーニュース」

（＊1）をダウンロード。出先でも、手元の画面で最新

ニュースをチェックできます。
＊1お客様の機種に関する最新情報や天気予報、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。

DVD/音楽CD操作機能＊2

時計表示

その他多彩な機能

＊2 DVDの操作は、NEシリーズ、MF7/700、LOOX Tシリーズのみです。

＊3「FM手帳」との連携が必要です。

室内の好きな場所でインターネット

NE7/800W、NE7/75Wでは、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。

NE7/800W、NE7/75W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）�
質量�

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。�

アプリケーション起動

スクリーンセーバー起動

住所録の表示＊3

マウス機能

※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。

NE7/800W NE7/75W

MF7/600W LOOX T7/63W LOOX S7/60W

※NE7/800Wは標準添付。それ以外はオプションです。 ※NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75W以外では、別途

BluetoothTM PCカード（FMV-JW281）が必要です。 ※Windows® 2000 Professionalモデル（FMVNE7754）を除く。

※NB7/80R、NB7/80Cは対応していません。

ワイヤレス携帯ビューワー「i-Point」

メールチェックがらくらく NE7/800W

今なら、契約事務手数料 2,700円 無料!
※実施期間については、DDIポケットまでお問合わせください。

※H"INモジュールを搭載した商品をお買い上げのうえ、新規ご契約の方を対象とさせていただきます。

月額基本料金1,980円の「データパックmini」新登場！
無料データ通信1,000円（最大約77分）が含まれ、

実質基本料金980円！
※本料金コースでご契約いただく場合、年間契約が必須となります。

INTER
NET

アナログ電話回線�
またはISDN回線（＊）�
＊別途ターミナルアダプタなどが必要。�

ワイヤレスステーション�
（BluetoothTM対応）�

INTER
NET

INTER
NET

INTER
NET

NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75Wに先

進の通信規格Blue too th TMを採用。

ワイヤレスでのインターネット接続

（＊1）やi-Point（＊2）でのEメールの

ダウンロードなど多彩な使い方が可能

です。パソコンの利用シーンがますま

す広がります。
＊1 BluetoothTMワイヤレスステーションが必要です。

＊1 NE7/800W、NE7/75Wに標準添付。それ以外はオプションです。

＊2 NE7/800Wに標準添付。それ以外はオプションです。

ワイヤレス通信機能内蔵だからこんなに便利！

MF7/600W、LOOX T7/63W、LOOX S7/60W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など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、またはPIAFS1.0版（32kbps）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

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 （注）本機能、サービスを利用する場合は、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。

ワイヤレスでインターネットに快適アクセス。
室内で、外出先で、利用シーンがますます広がる。
※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。
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BluetoothTM搭載のBIBLO同士（＊）なら、ワイヤレスで接続し、

ファイルを自由に転送できます。またファイル同期にも対応。

手間なく共有データの管理が行えます。
＊NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75W。

BluetoothTMリンク

ファイル転送
ファイル同期

BluetoothTMでの接続により、
1本の回線で3台まで同時にインターネットへアクセスできる

BIBLO同士＊でワイヤレスによるファイル転送や同期が可能

※見通し半径50m以内で通信可能。障害物や電波環境により電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。

※通信速度は最大723kbpsです。

※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。

BluetoothTM PCカード（オプション）
FMV-JW281 標準価格 20,000円（税別）
※NB7/80R、NB7/80Cは対応しておりません。

BluetoothTMモジュール内蔵モデル

ワイヤレスステーション
（BluetoothTM 対応）

WIRELESS INTERNET
※上記マークの説明は、P.29の
「マークの説明」にあります。

さっと開いてすぐに通信

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

NE7/800W NE7/75W

室内でのインターネットがワイヤレスで快適

i-Point NE7/800W

先進の通信規格BluetoothTMを採用。
ワイヤレスで快適インターネット

BluetoothTMでパソコンの使い方がさらに広がる

ダウンロードしたメールを
外出先でチェック



MOBILE PHONE
携帯電話やiモードと連携できる
便利なソフトや機能が充実。
※MF7/700、MF7/60R、LOOX T7/63、LOOX S7/60では、携帯電話接続ケーブル（FMV-CBL11S）を標準添付。

※動作確認済み携帯電話／PHSはP.26の「携帯電話／PHS動作確認機種一覧」でご確認ください。

※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。
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待ち受け画面や専用ホームページの作成も簡単

携帯電話用の掲示板

携帯電話から手軽に利用できるコミュニ

ティサービス。＠nifty会員専用の掲示板を

作り、同じ趣味の仲間を集めたり、用途に

合った使い方を楽しめます。メール友達探

しに最適です。
※@niftyが提供する@nifty会員用のサービスです。

※iモード、EZweb、J-スカイに対応しています。

パソコンのスケジュール帳をiモードでチェック

iモードからスケジュール帳を＠niftyのホームページ（＊）に登録す

るように指示をします。ビブロが登録指示を受けたら、ホームページの

情報を自動的に更新して、iモードにメールで登録完了の通知をします。

＊事前に＠niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。

※「＠コントローラ」をご利用になる際は、スタンバイで待機することになります。電源オフ状態での待機は

できません。

携帯電話へメッセージを送信

メールアドレスから携帯電話の会社を判別

し、文字数や添付ファイルなどの制限を自動

的にチェック。文字数がオーバーしている時

は、メッセージで警告します。

iモードの待ち受け画面を編集

パソコンに取り込んだ写真をiモード用のデータに変換。＠niftyの

ホームページ（＊1）経由やケーブル接続（＊2）で、iモードの待ち受

け画面に簡単に設定できます。
＊1 事前に＠niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。

＊2 携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）が必要です。

編集した画像をホームページに登録

「＠映像館」で編集した画像をホームページ

（＊）に登録できます。パソコンからでも、iモー

ドからでも見られます。
＊事前に@niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。

iモード用のホームページ作成

＠niftyでは、iモード向けのホームページも作成できる

サービス「サクサクiちゃん」を提供。また、複雑な設定

不要でホームページを編集・転送するサービス「サク

サクかきあげ君」も便利です。
※@niftyが提供する@nifty会員用のサービスです。

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

※上記マークの説明は、P.29の
「マークの説明」にあります。

@メール

めるぼ

@コントローラ FM手帳 @FTP

携帯電話をもっと楽しく、もっと使いやすく！

着信メロディの作成／編集

音符や数字を入力するだけで、最大4和音の

着信音が簡単に作成／編集できます。
※携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）が必要です。

iモードのメールをパソコンで管理

iモードで保存しきれないメールは、パソコ

ンで管理。また、パソコンでメールを編集

して、iモードに転送し、送信することもで

きます。
※携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）が必要です。

キーボードに入力した文字をそのままiモード

に表示。パソコンからスムーズに入力できま

す。
※携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）が必要です。

パソコンで携帯電話に文字入力

電話帳データの編集／バックアップ

携帯電話に登録している電話番号（メモリ

ダイヤル）の編集／追加やバックアップが

簡単に行えます。また、「ＦＭ手帳」と連携さ

せて、住所録データの共有もできます。
※携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）が必要です。

メールリンク キーボードリンク

メモリダイヤルリンク
メロディリンク

@FTP

@映像館 キャラクタリンク @FTP

@映像館

サクサクiちゃん サクサクかきあげ君

Eメールの送信が快適

④情報閲覧

①情報登録　
指示

③登録通知

②情報掲載

インターネットを快適にするソフトウェア

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。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、効率よくネッ

トサーフィンが楽しめます。

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。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。

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

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効率よく探します。

文字の拡大表示や音声による

読み上げで、ホームページの

閲覧をサポートします。

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。

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

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。

@ブラウザ（WEB便利ツール）@スイッチ（WEB便利ツール） @料金表示

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

ひらがなナビィ

ビブロならパソコンがはじめての人でも
簡単にインターネットを楽しめる。
※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。

9 ※画面はハメコミ合成です。

インターネット環境の移行が簡単

インターネットの設定を、お

持ちのパソコンから簡単に移

行できます。

インターネット移行アシスタント

はじめてのホームページ作成も簡単

画面のステップにそって

背景の模様を決めたり、

タイトルを入力したりす

るだけで初心者の方でも

簡単にホームページを作

ることができます。
※@nifty会員専用のソフトです。

Start! ＠homepage

ホームページを音声で読み上げ
おしゃべりホームページ

INTERNET SOFT&SERVICE
※上記マークの説明は、P.29の
「マークの説明」にあります。

FMVユーザーズクラブAzbyClub（アズビィクラブ）

FMVユーザーのためのお役立ち情報がいっぱい！
ユーザー登録をして、“AzbyClub”会員になろう！！

AzbyClubとは、FMVデスクパワー、FMVビブロシリーズ（オールインワン）をご購入いただいたパーソナルユーザー向けの会員組織です。

ユーザー登録していただくだけで、AzbyClubに入会費／年会費無料で入会でき、お客様に役立つさまざまなサービスを提供します。

メンバーだけのプレミア情報満載

AzbyClubホームページ

特典たっぷり会員専用クレジットカード

AzbyClubカード

操作に困った時の技術相談窓口

Azbyテクニカルセンター

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。

お客様のお持ちのパソコンの最新情報を表示。
メニュー画面はお客様のお好みに合わせて設
定できます。

お客様専用のカレンダー、アドレス帳、ブックマー
ク、ファイルなどをAzbyClubホームページで利用
でき、複数のパソコンで情報が共有できます。

FMVユーザーによる、コラムやコンテストを随
時募集中。チャットや掲示板も計画中です。

ニュース／天気予報／生活指数／CD・ビデオ
のランキングなど、生活に役立つ情報が満載。

お客様のユーザー登録番号を刻印した、AzbyClub会員専用のクレジットカードです。入会費／年会費

は永年無料で、「Azbyテクニカルセンター」の有料サポートが割引きになるなどの特典たっぷりです。

お客様のパソコン情報をわかりやすく一覧表示
するサービス（6月提供予定）。

パソコンについての悩みを解決するQ&A事例集。
機種別、カテゴリ別、アクセス順、自然文検索な
どで、知りたい情報を簡単に検索できます。

お持ちの機種の最新ドライバやマニュアルがダ
ウンロードできます。

プレインストールソフトをパワーアップする、オプ
ションソフトのダウンロード販売など。

●電話でサポート！
電話による技術相談窓口です。

※お問合せ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。

※従来からのユーザー様は、過去のお問合せ件数・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。ただし、

追加で新規にFMVをご購入の場合は、１台10件まで無料で追加させていただきます。

※支払いに関しましては、クレジットカードのみのご利用となります。また、AzbyClubカードをご利用いただきますと、割

引になりますので、この機会にぜひ、AzbyClubカードのご入会をお勧めいたします。（入会費／年会費は無料です）

●Ｅメールでサポート！
24時間受付OKの技術相談です。専用の受付フォームで操作に関するご相談を送信すると、直

接お客様にＥメールで回答を返信いたします。AzbyClubホームページ内、「Azbyテクニカルセ

ンター」よりご利用いただけます。

FMVシリーズの最新情報Ｅメールサービス

AzbyClubメールサービス

あなただけのトップページ

マイボックス
Q＆A navi

ダウンロードサービス

ソフトウェア購入 ［有料］

ユーザーコミュニティ

PCカルテ
FMVシリーズに関する技術相談 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）お問合せ
10件目まで

お問合せ
11件目より有料

無料

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）

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）

お問合せ
1件目より有料

●「AzbyClub通信」

AzbyClub会員のみなさまへ、お得なキャンペーン情報や楽しいイベント情報など、Eメールで定期
的に情報をお届けするサービスです。
●最新ドライバ情報メール

お客様が登録された機種に応じて、カスタマイズした最新のドライバ更新情報をお届けします。

※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。

その他にも、楽しいコンテンツが続々登場予定！ご期待ください。

生活情報

入会費
年会費
無　料

●サポート情報から役立つ生活情報まで情報満載



「WinDVDTM 2000」を使ってDVDソフトの再生や停止などをワンタッ

チボタンで操作できます。DVDプレーヤーを扱う感覚で気軽にDVDソ

フトを楽しめます。
※写真はFMV-BIBLO NE7/800Wです。

再生する

DVDで映画が楽しめる！「WinDVDTM2000」

最新のDVDソフトがパソコン上で楽しめます。好きな映画をDVDならでは

の迫力のあるサウンドでご覧ください。付属のDVDプレーヤーソフト

「WinDVDTM2000」により、字幕や音声を選べる（＊）ほか、表示画面のサイズ

を簡単に切り替えて、自由にDVDソフトを楽しめます。
＊DVDソフトが対応している必要があります。

DVD
リビングでシアター気分が味わえる！
DVDの迫力サウンドを楽しもう。
※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。
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「ドルビーヘッドフォン」対応

TVの大画面でDVDが楽しめる ※MF7/700を除く。

ドルビー＊デジタル5.1chで迫力サウンドを体験

DVDを楽しむ

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

※左記マークの説明は、P.29の
「マークの説明」にあります。

①停止/取出し　②再生/一時停止　③チャプター戻し　④チャプター送り

① ② ③ ④

ワンタッチボタンでDVD操作が可能

NEシリーズ MF7/700 LOOX Tシリーズ

NEシリーズ MF7/700 LOOX Tシリーズ

光デジタルオーディオ出力端子に

ドルビーデジタル5.1ch対応のアン

プとスピーカーを接続すれば、映画

館のような迫力サウンドでDVDが

楽しめます。
※5.1chのドルビーデジタル再生を行うには、対応した

アンプとスピーカーが別途必要です。

※LOOXシリーズには、光デジタルオーディオ出力端子

は搭載されていません。

お手持ちのヘッドフォンをパソコンにつなげ

ば、映画館のような臨場感あふれる迫力の

ドルビーデジタル立体音響を楽しめます。
※写真のヘッドフォンはオーディオテクニカ製の「ATH-P3」（別売）

です（本カタログで使用しているヘッドフォンは、すべて上記商品

となります）。本製品に関するお問い合わせは、下記の通りとなります。

（株）オーディオテクニカ　相談窓口

TEL 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/

DVDで再生した映像を

TVにダイレクトで出力

できるS端子を標準装

備。ビブロをDVDプレー

ヤーとしてTVに接続す

れば、お気に入りの映画

を迫力あふれる大画面

で楽しめます。
※TVに出力する場合、TV側にS端子が

装備されている必要があります。

＊Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、

ドルビーラボラトリーズの商標です。

リアスピーカー�

ビデオ出力�

アンプ�

センタースピーカー�
メインスピーカー�

ウーファー�

メインスピーカー�

光デジタル�
オーディオ出力�
（S/PDIF）�

リアスピーカー�

※BSデジタルハイビジョンテレビ、S端子ケーブル、オーディオケーブルは別売です。

ご購入の際は、接続の可否、追加オプションの有無をご確認ください。なお、動作確

認済みの機種については、富士通インターネット情報ページ「FMWORLD.NET」

（http://www.fmworld.net/auseful.html）に掲載しておりますので、ご購入の際は事

前にご確認ください。

※写真のパソコンは、FMV-BIBLO NE7/800W。BSデジタルハイビジョンテレビは、

パナソニックのTH-36D10（別売）です。

お問い合わせ：ナショナル／パナソニックお客様ご相談センター　

フリーダイヤル 0120-878-365（9：00～20：00）

DVD「60セカンズ特別版」好評発売中
©Touchstone Pictures.

※掲載のパッケージ写真はDVDビデオソフトのサンプルです。

また、DVDビデオソフトは添付されておりません。

「ダイナソー」
6月22日ビデオと
DVDで新発売！

「60セカンズ特別版」
好評発売中

ディズニーDVD「ダイナソー」より6月22日ビデオとDVDで新発売！
©Disney Enterprises, Inc.

ディズニーDVD「ダイナソー」より6月22日ビデオとDVDで新発売！
©Disney Enterprises, Inc.

取り込む

IEEE1394（DV）端子に、デジタルビデオカメラ

（＊）をDVケーブルでつなぐだけで簡単に映像

を取り込めます。デジタルデータだから、取り

込んだあとの加工や編集が思いのままです。

＊IEEE1394（DV）端子を装備している必要があります。また一部の機種

ではご利用になれない場合があります。

※デジタルビデオカメラ、DVケーブルは別売です。ご購入の際は、接続

の可否、追加オプションの有無をご確認ください。なお、動作確認済

みの機種については、富士通インターネット情報ページ

「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/auseful.html）に掲載し

ておりますので、ご購入の際は事前にご確認ください。

※写真のパソコンは、FMV-BIBLO NB7/80R。デジタルビデオカメラ

は、パナソニックのNV-MX2000（別売）です。

お問い合わせ：ナショナル／パナソニックお客様ご相談センター　

フリーダイヤル 0120-878-365（9：00～20：00）

http://www.panasonic.co.jp/avc/video/f/

DIGITAL MOVIE
撮影した映像をビブロで編集して、
思い出をきれいに残そう。
※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。
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編集する

デジタルビデオテープに出力

ビデオ編集が思いのままに。あなただけのオリジナルムービーをつくろう

取り込んだ映像を自由自在に編集して、オリジナルビデオを

作成。BGMやナレーションの挿入、タイトル画面の作成、

「フェード・イン＆アウト」などのビデオエフェクト効果にも

対応。まるでプロのような仕上がりで、思わず誰かに見せたく

なります。

映像を取り込む
テープの内容をビデオクリップにしてライブラリーに保存。
編集画面にビデオクリップを移動します。

Panasonic MotionDV STUDIOTM

欲しいシーンだけを切り出す
不要なシーン（ビデオクリップ）を削除して、欲しいシーンだけを抜き出します。

映像を並び替えてつなぐ
ドラッグ＆ドロップでビデオクリップを好きな場所に移動し、1本につなげます。

編集が終わったらテープに出力、ラベルを貼って完成

デジタルビデオテープに出力
編集したデータをデジタルビデオテープに出力
して大切に保管できます。みんなで鑑賞したり、
誰かにプレゼントするのが楽しくなります。

テープラベルやタイムシートを作成
編集した映像のワンシーンを入れたテープラベ
ルやビデオクリップのタイムシートもつくれて、
録画したテープの管理に便利です。

ラベルを貼ってオリジナル
ムービーの出来上がり

！

｢＠映像館｣を使い、デジタルビデ

オカメラで撮った映像にオープ

ニングやエンディングを挿入し

たり､タイトルやフレームなどの

効果を加えて自分らしく演出。

簡単操作で、オリジナルムービー

のできあがりです。

演出を加えてみよう

※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。

@映像館

（MF7/600Wを除く）NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ LOOX Tシリーズ

デジタルビデオからビブロへの
映像取り込みはケーブル一本



DIGITAL MAP
インターネットをフル活用。
地図を便利に使いこなそう。

14

『キレイ、カンタン、ベンリ』で有名な人

気の地図ソフト『プロアトラス２００１for

FUJITSU』（全国版）を搭載。地図の見

やすさ、地下鉄の出口情報まで確認でき

る情報量の豊富さなど、地図ソフトとし

ての性能はもちろん、住所・郵便番号・

施設・URL別といった検索機能も充実

しています。さらに、インターネットの

最新情報と地図とのスムーズな連携を

実現した「情報チャンネル」を搭載。

飲食店情報、タウン情報、宿泊情報、交

通情報…、ありとあらゆる生活シーンに

必要な情報を集めています。

人気の地図ソフト『プロアトラス2001 for FUJITSU（全国版）』を搭載

今、自分がいる場所から目的地までを、地図と鉄道経路探索ソフト『乗換案内』（本体にプレインストール）を

組みあわせれば、簡単に、現在地－駅－駅－目的地間を調べることができます。さらに、経由地・時間などを

細かく選択して、運賃・時間・距離なども併せて検索することができるため、スムーズな移動ができます。

鉄道経路検索ソフト＆地図でスムーズに移動できる

知りたい情報、行きたい場所の検索が簡単
インターネット＆地図で最新情報を確認できる

インターネットのグルメ情報としてNo.1の『ぐるなび』（株式

会社ぐるなび）情報が地図上で検索できます。地図のセンター

から周辺の飲食店情報を検索して、地図上に表示できるため、

今、自分がいる場所から、目的のお店まで道のりを確認するこ

とができます。さらに、詳しいお店情報を知りたい時には、地

図上のマークをクリックするだけで確認でき、お店探しに困

った時でも簡単に調べられます。

▼

現在位置を地図に表示させ、
メニュー内の「最寄り駅を探す」を選択します。

出発駅と目的地の最寄り駅を到着駅に指定し、
検索を実行します。

目的地の最寄り駅までの最短経路、
運賃などの検索結果を表示します。

▼

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

※上記マークの説明は、P.29の
「マークの説明」にあります。

情報チャンネル
さまざまな情報と地図との

スムーズな連携を実現

Eメールとの連携もスムーズ
今見ている地図をそのままメール添付できる

画面に表示されている地図で範囲

を指定するだけで、JPEG画像と

してご使用のメールソフト（＊）

の新規メールに添付することがで

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

メールで知らせることができ、と

ても便利です。
＊＠メール、Microsoft® Outlook®などで利用できます。

地図画面上で添付したい領域を指定し、
メニュー内の「地図をメールに添付」を選択します。

▼ ▼

すでにメールには画像が添付されており、
これでメール送信はOKです。

着信先のメールに添付された地図が
送信されました。

Copyright © 2001 Alps Mapping Co., Ltd.

取り込む

つくる

加工する

オプションのカラーモバイル
スキャナを利用して、カラー
で取り込むことが可能です。
普通のカメラで撮った写真を
パソコンで編集して、Eメール
で送信できます。

スキャナで取り込んで編集

カラーモバイルスキャナ（RS-C40U）
標準価格：29,800円（税別）
・USB接続・600dpiフルカラー対応
・約100g ・読み取り幅105mm

画像の取り込みが簡単、スマート！

やりたいことをメニューから選

ぶだけの簡単操作。取り込ん

だ写真の色補正や、特殊加

工が思いのままです。

画像の加工が思いのまま

（色補正）

（セピア）

▼

（鮮明）

▼
▼

「筆ぐるめ」なら収録イラストや挨拶文を
選んでいくだけで初めての人でも簡単に
オリジナルポストカードを作成することが
できます。お気に入りの写真を取り込め
ば楽しさもさらに倍増。宛名面も、書体と
レイアウトを選ぶだけの簡単操作です。

オリジナルポストカードの作成も簡単

CDやMDなどのラベルから、名刺、カレンダーまで、
手軽にオリジナル作品がつくれます。パソコンのデス
クトップ上に表示できるオリジナル時計も簡単に作
成可能です。実用的なものから楽しいものまで、
好みに合わせた作品づくりにチャレンジして
ください。

名刺からカレンダーまで、オリジナル作品を手軽に作成

お手持ちのデジタルカメラや、オプションの

CCDカメラ『Easyshot』から取り込んだ写

真に、絵や文字を自由に描くことができま

す。あらかじめ搭載されている「スタンプ」や

「イラスト」を使えば、お気に入りの写真が

より鮮やかに変身。

取り込んだ写真を加工して、Ｅメールで送信

大切なデジタル写真や電子アルバム
などの作品は、大容量で信頼性の高
いCD-RW（CD-R）でしっ
かり保存できます。さらに
持ち運びも簡単なので、
パーティなどに持っていき、
友達のパソコンでみんな
と一緒に楽しめます。

写真や作品をCD-RWで持ち運ぶ、友達と見る

デジタルカメラのスマートメディア

やコンパクトフラッシュなどを、PC

カードアダプターにセットし、その

ままPCカードスロットへ。撮った写

真を簡単に取り込めます。ケーブ

ル（USBなど）で直接接続しても

手軽に取り込めます。
※デジタルカメラ、PCカードアダプター、スマートメディアなどは別売となります。また購入の際は接

続の可否、追加オプションの有無をご確認ください。なお、動作確認済の機種については、富

士通インターネット情報ページ「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/auseful.html）

に掲載しておりますので、ご購入の際は事前にご確認ください。

※写真のデジタルカメラは、富士写真フイルムのFinePix6800Z（別売）です。

お問い合わせ：富士写真フイルムお客様コミュニケーションセンター

お問い合わせ：03-3406-2982（9:30～17:00 土・日・祝日を除く）

DIGITAL PHOTO
デジタルカメラで撮った画像を加工して、
ポストカードやオリジナルの作品を創ろう。
※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。
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NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ

（NB7/80Cを除く）NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ

NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ LOOX Tシリーズ

※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。

@映像館

はーときゃんばす

@映像館

筆ぐるめVer.8.0

暑中お見舞い申し上げます。�
�

まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか。�

私は太陽をいっぱい浴びて、楽しい一日を過ごしました。�

�

Drag'n Drop CD

※無償サポート期間は、初回お問い合わせ時から、6カ月です。
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光デジタルオーディオ出力端子に録音可

能なMDプレーヤー（＊）をつないで、MP3

Jet-Audioで編集したアルバムを録音。「自

動曲間設定機能」で複数曲の録音もスムー

ズ。デジタルならではのハイクオリティサ

ウンドが楽しめます。
＊MDプレーヤーなどは、48kHzの入力に対応した光デジタル

オーディオ入力端子を搭載した製品をご使用ください。

MDに録音する

MDやCDに録音すれば、どこでも自由に楽しめる

アルバムデータのプレイリストを

「Drag'n Drop CD」で、簡単に編集し

て、CD-RW（CD-R）にデジタル録音で

きます。

編集が出来たら、「Drag'n Drop CD」でベストオリジナル音楽CD、

「MP3 Jet-Audio」でベストMDを簡単に作成して楽しめます。

楽しむ

※MDプレーヤー、光デジタルオーディオケーブルなどは別売となります。ご購入の際は、接続の可否、追加
オプションの有無をご確認ください。なお、動作確認済みの機種については、富士通インターネット情報
ページ「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/auseful.html）になりますので、ご購入の際は事前にご
確認ください。
※写真のポータブルMDレコーダーは、パナソニックSJ-MR200（別売）です。
お問い合わせ：ナショナル／パナソニックお客様ご相談センター
お問い合わせ：フリーダイヤル 0120-878-365（9：00～20：00）

ビブロがCDプレーヤーに

Drag'n Drop CD

MP3をつくれる
MP3 Jet-Audioや、RealJukeboxTM 2を使えば、WAVE形式の約10％に

圧縮が可能なMP３形式への変換ができるため、たくさんの音楽

データを有効に保存できます。
※NE、NB、MFシリーズはMP3 Jet-Audio、LOOXシリーズにはRealJukeboxTM 2で利用できます。

MP3 Jet-Audio

NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ

NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ

オリジナルCDをつくる

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

RealJukeboxTM 2

NEシリーズのワンタッチボタンを使えば、ビブロがCD

プレイヤーに早変わり。カバーを閉じていても、電源

がOFFでも、ボタンひとつで、音楽CDが聴けます。さ

らに、CDトラックナンバーや、音量もi-Panelに表示で

きるので、実際のCDプレイヤー感覚で操作できます。
※ｉ-Panelは、NEシリーズに搭載されています。

※NB、MFシリーズでは、電源ON時のみワンタッチボタンによるCD操作が可能です。

※写真はNE7/800Wです。

停止�
取出し（＊）�

再生�
一時停止�

曲戻し� 曲送り�

ボリューム�曲順�

＊取り出しは初期設定で無効となっています。

※写真はNE7/800Wです。

（NB7/80Cを除く）

DIGITAL MUSIC
取り込んだ曲を自由に編集。
思いのままに楽しもう。
※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。

（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。
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音楽CDから聞きたい曲をダウンロード。また、＠niftyの音楽配信サイト

「Digital Music Store（DMS）」から、オンラインで曲を購入できます。

インターネットや音楽CDから聴きたい曲を取り込む

HiFiオーディオ用スピーカーの技術をPC用に結集したパナソニッ

ク製ハイクオリティスピーカーボックスを搭載。バスレフ形状に

独自の「パラボラポート」を用いて空気の流れをスムーズにし、

乱流の発生による空気の歪みを抑えた設計で、本格的なクリアサ

ウンドが楽しめます。

パナソニック製高性能スピーカー搭載

「Digital Music Store」などの音楽配信

サイトからダウンロードした曲や音楽

CDを再生したり自分で編集したりでき

るオーディオ・プレーヤー・ソフト。自分

で演奏する曲順のリストを作ったり、曲

ごとにジャンル分けすることもできます。
※著作権保護方式を採用しているため、CDやMDには録音できません。

※一部の曲についてご利用いただけない場合があります。

取り込んだ曲を、聴きたい順にクリックし

ていくだけで思い通りのプレイリストが

完成。いつでもその通りの曲順で再生で

き、自分だけのベストアルバムとして楽

しめます。アルバムタイトルや曲名も手

軽に入力でき、データ管理も簡単です。

Digital Music Store（DMS）
＠nifty Audio Managerで編集する

FMVビブロでオリジナルミュージック
ライブラリを編集する

ダウンロードした曲は「＠nifty Audio Manager」や、

「MP3 Jet-Audio」で手軽に編集、再生できます。

MP3 Jet-Audioで編集する

取り込む

聴く

インターネットからとりこむ

好きな曲をとりこむ

※画面はハメコミ合成です。

編集する

様々な形式の音楽データを再生できるから、インターネット上

の音楽も自由に楽しめます。また、曲に合わせてエコーやワイド

などのサウンド効果もかけられます。
インターネット上の音楽も楽しめる

MP3 Jet-Audio

①デジタルシグナルプロセッサラック

②ミキサラック

③音楽CDラック

④デジタルオーディオラック

⑤MIDIラック

⑥VCDラック

「反響」「3D」「ワイド」などの音響効果設定や

スペクトラムアナライザの表示が可能

CD音源、ヘッドホンなどの音量やバランスを
それぞれ独立して調節できます

音楽CDなどの再生やインターネット上の
音楽CDデータベースへの登録・検索が可能

MP3、Wave、RA形式などの音楽データを再生できます

MIDIやトラッカデータを再生したり、
テンポや音程を調節できます

ビデオファイルのアルバム作成や
ビデオCDの再生が可能

オーディオシステムコンポのような
グラフィカルインタフェースで
感覚的に操作できます。

@ n i f t y の 音楽総合専門サイト

「Music@nifty」内にある音楽配信サ

イト。ジャンルやメジャー／インディー

ズの垣根を超えた幅広い楽曲をネット

上から購入（@nifty会員の方のみ）でき

ます。

音楽CDから好きな曲を取り込んで（＊1）

（Wave形式、RA形式）、編集スタート。

「MP3 Jet-Audio」（＊2）なら高音質なデ

ジタルデータのまま取り込め、編集後もハ

イクオリティなサウンドが楽しめます。
＊1 LOOX Sシリーズでは、CD-ROMが再生できるドラ

イブ装置が、別途必要となります。

＊2 LOOXシリーズでは、「Jet-Audio Player」を搭載して

います。

※上記マークの説明は、P.29の
「マークの説明」にあります。

NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ

NEシリーズ
MP3もつくれるデジタルオーディオプレイヤー
NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ

MP3 Jet-Audio



接続形態の切り替えが簡単

モバイルをもっと便利にするソフト

ネットワークへの接続形態に応

じて設定を簡単に切り替えられ

ます。自宅からのダイヤルアッ

プや、学校・会社のLAN、移動中の

携帯電話など、接続するネットワークに応じて簡単に

設定を切り替えることが可能です。
※あらかじめネットワーク設定の登録が必要です。

※LANへの切替はOSの再起動が必要です。

※MF7/600W、LOOX Tシリーズ、LOOX Sシリーズは、LANへの接続に、
別途LANカードが必要です。

地図や百科事典、ゲームなど様々なCD-ROMソフトを

ハードディスクに格納し、直接起動させるユーティリ

ティソフト。CD-ROMドライブにCD-ROMを挿入し

ない状態で、各ソフトが使用できるようになります。
※対応していないCD-ROMもあります。

オプションのCCDカメラ［Easyshot］を活用
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Adobe® Acrobat® Reader （*6）�
WinDVD™ 2000★�
OASYS Viewer★�
まいと～くCOLOR FAX Lite Ver5.0�
メモリダイヤルリンク★�
メロディリンク★�
メールリンク★�
キーボードリンク★�
キャラクタリンク★�
＠コントローラ★�
＠FTP★�
Bluetooth™ PC Driver ユーティリティ★�
Bluetooth™リンク★�
FUJITSU H" LINK マネージャ★�
＠メニュー★�
VirusScan �
FM Advisor（Windows環境調査ツール）★�
FMV診断★�
FMVオンラインユーザー登録★�
マニュアル&サポート★�
Drag'n Drop CD�
FMかんたんインストール★�
ワンタッチボタン設定★�
INTACTA. CODE再生プログラム★�
FMモバイルスイッチャー★�
Virtual CD2�
BATTERYAID★�
リカバリCD-ROM★�
FMかんたんバックアップ★�
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NE7/1000H �
 NE7/800W�
NE7/75W�
NE7/850H�
NE7/800�
NE7/75（*1）�

NE7/75�
（FMVNE7754）�

NB7/750R�
NB7/80R�
NB7/80C

MF7/700�
MF7/600W�
MF7/60R

LOOX T7/63W�
LOOX T7/63

LOOX S7/60W�
LOOX S7/60

富士通では★印のソフトのみサポートをおこなっております。�
　*1：FMVNE7753のみ。FMVNE7754(Windows® 2000 Professional搭載モデル)を除く。�
　*2：OSのみの再インストールはできません。�
　*3：Service Pack1対応版となります。�
　*4：アプリケーションの機能によっては、CD-ROMが必要となる場合があります。�

この場合、CD-ROMに対応できるドライブ装置が別途必要となります。�
　*5：MF7/700、MF7/60Rのみ。�
　*6：フリーソフトのため、サポートは行っておりません。�
　*7：MPEG2エンコード機能は搭載しておりません。�

�
*8：MF7/700のみ。�
*9：MF7/600W、MF7/60Rのみ。�
*10：NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75Wのみ。�
*11：MF7/600Wのみ。�
*12：LOOX T7/63Wのみ。�
*13：LOOX S7/60Wのみ。�
*14：NB7/750R、NB7/80Rのみ。�
*15：リカバリ時には、別売のFDDユニット、CD-ROMドライブユニットが必要となります。�

�

声を変換して遊ぶ
「音声メモ」

ハードウェアの異常をチェック
「FMV診断」

パソコンを使いやすく
「ワンタッチボタン設定」

Windows環境調査ツール
「FM Advisor」

データや環境設定情報をバックアップ
「FMかんたんバックアップ」

ユーザー情報を簡単登録
「FMVオンラインユーザー登録」

例題を通してワープロ／表計算ソフトを学ぶ
「Word 2002 & Excel 2002の虎の巻」

FAXをパソコンで送受信
「まいと～くCOLOR FAX Lite Ver5.0」

ウィルスの検出と駆除
「VirusScan」
※無償サポート期間は、ユーザー登録後、1年間です。

INTACTA.CODE＊をスキャナで読み取って
音声・画像データとして再生
「INTACTA.CODE再生プログラム」
＊2次元バーコードの一種。パソコンで扱う
様々なファイルをコード化したもの。

電子ドキュメントを表示
「Adobe® Acrobat® Reader」

OASYS文書を表示・印刷
「OASYS Viewer」

オンラインで各プロバイダーと契約
「はじめよう！インターネット（@nifty）」

「AOL6.0 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」

「isao.net（Dream Passport for PC）」

「Panasonic Hi-HOカンタン入会プログラム」

「ODNサインアップソフトウェア」

「So-net簡単スターター」

「東京電話インターネットオンラインサインアップナビ」

使いたいソフトを簡単起動

利用環境をさらに快適にする多彩なソフト

ソフトの説明や使い方を表示し

てくれるメニューソフト。練習

もできるので、はじめてパソコ

ンを使う方でも安心です。アプ

リケーションの起動以外にも、サポート情報を見たり、

パソコンの設定を変更したりと、便利に使えます。

動画も静止画も一発でキャプチャ
「＠キャプチャ」

ベストカップルを選出
「パーティーグッズ：Facematch」

FMモバイルスイッチャー

Virtual CD 2

@メニュー
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リアルな3D画面で
迫力あふれるプレー
が楽しめる本格派
ゴルフゲーム。コース
や天候を設定し、

実際のゴルフと同じ臨場感が味わえます。

「ハローキティのぬ
りえだいぼうけん」
などおもしろい
ゲームがたくさん
はいっています。

初めてパソコンを使うお子様でもすぐに
楽しめます。

便利に使える実用ソフト

毎日の家計をらくらく管理 楽しみながらお料理 スケジュールやアドレスをまとめて管理

手帳をパソコンで使うように、

スケジュール帳やアドレス帳

として利用できます。また、「@

メール」のアドレス帳とデータ

の連携ができます。

毎日の収支を項目ごとに分類

して管理。データは月次や年

次でグラフ化して収支の推移

を確認できるので、楽しく賢く

家計簿を使いこなせます。

お料理のレシピを豊富に紹介。

種類や食材、時間などの条件

選択で、ぴったりのお料理を

検索。カロリー計算も簡単で、

お料理がもっと楽しくなります。

臨場感あふれる3Dゴルフ

リアルな釣りが楽しめる

遊びながら学習 パソコン画面をおもしろく

さまざまなゲームをセットに

「7並べ」や「セブンブリッジ」、

「ページワン」といったカード

ゲームの定番や「ボウリング」や

「麻雀」といった多彩なゲーム

を搭載。簡単操作で気軽に

楽しめます。

実写を利用したリアルな画面
は迫力満点。迫力のフル画面
で、臨場感あふれるバス釣り
が楽しめます。

本格的に囲碁で対局

4段階のレベル
設定で、初心
者から上級者
まで楽しめる
囲碁ゲーム。

対局中のデータを保存できるので、いつ
でもじっくりゲームを楽しめます。

©1976,2001SANRIO CO.,LTD. APPROVAL  
NO. T4104061

「ハローキティ」
や「けろけろけ
ろっぴ」が壁紙
やアイコン、時計
になって、パソ
コンをにぎわせ
ます。

カードゲームから本格3Dゲームまで

ぼくもわたしも楽しくパソコンにチャレンジ！

初心者から上級者までレベル
に合わせた対局で、指すたび
に強くなる学習機能付き。また、
将棋用語集や将棋の戦法、格
言・名言集なども入っています。

コンピュータとの対局が楽しめる

ゴルフダイジェストセレクション軽井沢72北コース

GAMEPACK2001F お父さんのための釣り-バス釣り編-FMV

SANRIO TINY PARK

お父さんのための囲碁3FMV

サンリオアクセサリー

柿木将棋ⅢLight

てきぱき家計簿マム2Plus/2000 うれしレシピ FM手帳

SOFTWARE

17 ※画面はハメコミ合成です。

最新のワープロ＆表計算ソフトが買ってすぐ使える！

ワープロ＆表計算などの最新統合ソフト
「Microsoft®Office XPPersonal」を搭載。
プライベートやビジネスで、便利にお使い
いただけます。
※Office XP Personalを再インストールした場合、
ライセンス認証が必要になります。 Microsoft®Word Version 2002 Microsoft® Excel Version 2002 Microsoft® Outlook® Version 2002 Microsoft® Bookshelf Basic 3.0

3種類の人気辞書を収録

3種類の人気辞書を収録。CD-
ROMをパソコンにセットするだけ
で、知りたい情報を素早く調べら
れます。

写真やイラストで病気やけが
の対処法などをわかりやすく
解説。豊富なコンテンツと優
れた検索機能で、もしもの時
も安心です。

もしもの時も安心

本格的な文書作成やデータの集計整理に最適なワープロ＆表計算ソフト

Microsoft® Office XP Personal

欲しい情報を簡単検索

広辞苑第五版 現代用語の基礎知識2001

学研新世紀ビジュアル百科辞典

家庭の医学

パソコンを使いやすく設定

ソフトのインストール／アン
インストールが簡単。お好み
のソフトを選んで自分のパソコ
ンを使いやすく設定できます。

ソフトのインストールが簡単
FMかんたんインストール

「役立つ・遊べる」多彩なソフト満載。
ビブロをもっと活用しよう。
※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。



操作性の高い19mmピッチのキーボードを搭載。当社独自のキースイッチ機構

により、キータッチのやさしさと静寂性も飛躍的に向上しました。ポインティ

ングデバイスには、フラットポイントを採用。目的の動作をボタン一つで素早

く行えるマルチファンクショ

ン機能を搭載したスクロール

ボタン「iスクローラ」を装

備。指一本の簡単操作でホー

ムページの閲覧も快適です。

拡張RAMモジュール - 128MB（100MHz）………FMVNM12SD 標準価格 60,000円（税別）
拡張RAMモジュール - 64MB（100MHz）………FMVNM64SD 標準価格 30,000円（税別）
Li-ionバッテリパック FM-33 …………………0643970 標準価格 15,500円（税別）
※お問い合わせ：富士通コワーコ株式会社（03-3342-5375）
ACアダプタ　※本体標準添付 …………………FMV-AC311S 標準価格 10,000円（税別）

システムアップのためのオプション機器　※周辺機器はP.26を参照してください。

DVDソフトなど、ビブロ側の映像をTVにダイ

レクトに出力できるS端子を搭載。S端子を

使ってTVに出力すれば、好きな映画を迫力あふ

れる大画面で楽しめます。
※TVに出力する場合、TV側にS端子の入力端子が装備されている必要が

あります。

大容量128MBメモリ搭載！
インターネットが快適！

デジタルビデオ編集が楽しめる
IEEE1394（DV）端子

MD連携が楽しめる光デジタル
オーディオ出力端子

DVDソフトをTVの大画面に
出力できるS端子

128MBの大容量メモリを搭載。OSやアプリケー

ションが素早く起動できます。また、ホーム

ページの閲覧や複数アプリケーションの同時

利用も快適です。

デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジ

タルのまま取り込めるIEEE1394（DV）端子を

全機種に装備。添付の動画編集ソフト

「Panasonic MotionDV STUDIOTM」で、デジタ

ルビデオ編集が手軽に楽しめます。

音楽データをデジタルで出力できる光デジタ

ルオーディオ出力端子（丸形）を全機種に装備。

インターネットや音楽CDの曲をMDなどに出

力できます。また、添付の音楽再生ソフト

「MP3 Jet-Audio」を使い、好きな曲を集めた

オリジナルMDを作成できます。

高速インターネットを可能にするブロードバンドポート（LAN） iスクローラなど快適な操作性

56kbps内蔵FAXモデムに加え、100BASE-

TX/10BASE-T対応のブロードバンドポー

ト（LAN）を搭載。ADSLやCATVなどの高

速インターネットに手軽に接続できます。

大容量の音楽や映像もスピーディーにダ

ウンロードできるので、ストレスなくイ

ンターネットが楽しめます。
※LANケーブルは添付しておりません。

映画鑑賞もオリジナル音楽CD作成もOK! CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載

CD-RWの書込み・書換え、DVD-ROMの読込み

が可能なCD-RW/DVD-ROMドライブを搭載。

一つのドライブでCD-ROMはもちろん、CD-

RW、DVD-ROMといった媒体にもマルチに対

応できます。好きな曲を集めたオリジナル音楽

CDの作成や、映画などの各種DVDソフトを楽

しめます。また、大容量データの保存や持ち運

びができるので、映像や音楽などのマルチメデ

ィアデータの取り扱いにも最適です。

（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、

（注）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。
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※上記マークの説明は、P.29の「マークの説明」にあります。

※機種により機能が異なります。P.29-P.30でご確認ください。

「i-Panel」で使い方が広がる。
ブロードバンド対応で、
高速インターネットも楽しめる。

①音量ボリューム　②ヘッドフォン・ジャック　③ラインイン・ジャック/光デジタルオーディオ出力端子　④マイクイン・ジャック　⑤FDドライブ

⑥CD-RW/DVD-ROMドライブ　⑦拡張キーボード/マウス　⑧パラレル　⑨シリアル　⑩FAXモデム　⑪ブロードバンドポート（LAN）

⑫USB（4ポート）（＊）⑬外部ディスプレイ端子　⑭DC-IN ⑮MAINスイッチ　⑯IEEE1394 ⑰S端子 ⑱PCカードスロット
＊NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75WはUSBが３ポートです。

大画面のスタイリッシュボディ

クールシルバーを基調とした薄さ36.2ｍｍ（＊1）

のスリムボディに、高精彩なSXGA+（1400×

1050ドット）対応の14.1型大画面液晶（＊2）を

搭載。本体LCDカバー部にはマグネシウム合金

を採用し、剛性の高いボディ形成を実現してい

ます。さらに本体背面には汎用性の高いUSBを

4ポート（＊3）装備。多彩な連携が簡単に楽しめ

ます。
＊1 最薄部。

＊2 NE7/1000H、NE7/850Hのみ。それ以外の機種は、

＊2 XGA（1024×768ドット）です。

＊3 NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75WのUSBは3ポートです。

多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載。本

体カバーを閉じた状態でも、漢字表示対応の

見やすい画面で新着メールを確認できます。

また、メール受信などの際メッセージと楽し

いアニメーションを表示。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。

7色に光る多機能表示ウィンドウ「i-Panel」

さらにモード切り換え機能を使えば、音楽

CDやDVDの操作が可能。音楽CD再生時には

トラックナンバーや音量を表示。ワンタッチ

ボタンとの組み合わせで、CDプレイヤーの

ように手軽に音楽CDが楽しめます。

（1）バッテリ残量表示 （4）モード表示

（2）メッセージ／イラスト表示 （5）ボリューム表示

（3）ハードディスク／CD-ROMなどのアクセス状態表示

（1） （2）

（5）（4）

（3）

19 ※画面はハメコミ合成です。

※写真はNE7/800Wです。



デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジタルのまま取り込める

IEEE1394（DV）端子を装備。添付の動画編集ソフト「Panasonic

MotionDV STUDIOTM」で、デジタルビデオ編集が手軽に楽しめます。

目的に合わせて使用できる
モバイルマルチベイを装備。
手軽に持ち運べるスリムボディ。

ワンタッチボタンを標準装備。

ボタンを押すだけで、インター

ネットへの接続や着信メール

の確認などができます。また、

ワンタッチボタンは音楽CDや

DVDの操作（＊）も可能です。
＊Windows動作中のみ操作可能。また、DVDの操作は、MF7/700に限ります。

当社独自の省電力機能により、業界最高水準約4.0時間（＊1）の長時間稼働

を実現。また、モバイルマルチベイに増設用バッテリユニット（＊2）を装備

すれば、約7.5時間（＊1）もの長時間稼働が可能です。
＊1 MF7/700での稼働時間。

＊2 オプション。

※稼働時間は機種および動作環境によって異なります。

拡張RAMモジュール- 256MB（100MHz）…………FMVNM25SE 標準価格 120,000円（税別）
内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット ……FMVNCB21 標準価格 70,000円（税別）
内蔵DVD-ROMドライブユニット …………………FMVNDVD24 標準価格 40,000円（税別）
内蔵スーパーディスクドライブユニット ……………FMVNSD23 標準価格 27,000円（税別）
増設用内蔵バッテリユニット ………………………FMVNBT20 標準価格 20,000円（税別）
内蔵バッテリパック …………………………………FMVNBP113 標準価格 20,000円（税別）
※本体標準のバッテリパック交換用
ACアダプタ　※MF7/700、MF7/60R標準添付……FMV-AC304S 標準価格 10,000円（税別）
ACアダプタ　※MF7/600W標準添付 ……………FMV-AC304W 標準価格 10,000円（税別）

システムアップのためのオプション機器　※周辺機器はP.26を参照してください。

56kbps内蔵FAXモデムに加え、

100BASE-TX/10BASE-T対応のブロ

ードバンドポート（LAN）を同時搭載

（＊1）。ADSLやCATVなどの高速イン

ターネットに手軽に接続できます。ま

た、携帯接続用USBケーブルを標準添

付（＊2）。回線のない場所でも簡単にインターネット

が楽しめます。また、MF7/600WにはH''IN（エッジイ

ン）モジュールを内蔵。本体だけで64kbpsのワイヤレ

スインターネットが楽しめます。
＊1 MF７/600Wは、ブロードバンドポート（LAN）を搭載しておりません。

＊2 MF７/600Wはオプション。

※ LANケーブルは添付しておりません。

薄さ24.5ｍｍ（＊）のスリムボディにモバイルマルチベイ（ファイル増設

ベイ）を搭載。標準で装備されているCD-RW/DVD-ROMドライブや、CD-

R/RWドライブの代わりに、増設用バッテリやDVD-ROMドライブ、240MB

の容量を持つスーパーディスク

ドライブといった多彩なユニット

を装着できます。
＊最薄部。

※MF7/700にはCD-RW/DVD-ROMドライブ、

MF７/600W、MF７/60RにはCD-R/RWドライブが

標準で装備されています。それ以外のユニットは全

てオプションです。

★多彩なベイオプションを装着可能！�

DVDCD-RWCD-RW/
DVD

増設�
バッテリ�

スーパー�
ディスク�

デジタルビデオ編集が楽しめるIEEE1394（DV）端子
※MF7/600Wを除く

ワンタッチボタンでインターネットもらくらく薄さ24.5mmのスリムボディにモバイルマルチベイを装備

多彩な通信機能

外出先でも安心して使える長時間バッテリ稼働

※上記マークの説明は、P.29の「マークの説明」にあります。

※機種により機能が異なります。P.29-P.30でご確認ください。
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富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

CD-RW/DVD-ROM

スーパーディスク

増設用バッテリ

タイピングしやすい19mmピッチボードを搭載。使用頻度の高いエン

ターキーの大型化などにより、ストレスのない快適な入力が可能です。

ポインティングデバイスにはフラットポイントを採用。また、スクロー

ルボタンを搭載し、指一本の簡単操作でホームページの閲覧も快適です。

快適な操作性

ライトブルーメタリック＆クールシルバーで塗り分けられた薄さ36.2mm

（＊）のスリムボディに、

14.1型大画面液晶を搭載。

本体右側にCD-R/RWドラ

イブ（またはCD-ROMドラ

イブ）と、3.5インチFDD

を同時搭載し、机上ですっ

きり使えます。
＊最薄部。

※搭載ドライブは機種により異なります。

汎用性の高いUSBポートを4つ装備。電源ONの状態でも抜き差しが可能

なUSBポートは、取り扱いが簡単で初心者の方にも最適です。

128MBの大容量メモリを搭載。OSやアプリケーションが素早く起動

できます。また、ホームページの閲覧や複数アプリケーションの同時

利用も快適です。

音楽データをデジタルのまま出力できる光デジタルオーディオ出力端

子（丸形）を装備。インターネットや音楽CDの曲をMDなどに出力でき

ます。また、添付の音楽再生ソフト「MP3 Jet-Audio」を使い、好きな

曲を集めたオリジナルMDを作成できます。

コンパクト＆スタイリッシュ。
ブロードバンドにも対応した

新シリーズ。

拡張RAMモジュール- 256MB（100MHz）…………FMVNM25SE 標準価格 120,000円（税別）
※NB7/80R、NB7/80Cのみ。

拡張RAMモジュール- 128MB（100MHz）…………FMVNM12SD 標準価格 60,000円（税別）
拡張RAMモジュール- 64MB（100MHz）…………FMVNM64SD 標準価格 30,000円（税別）
Li-ionバッテリパック FM-33 ……………………0643970 標準価格 15,500円（税別）
※お問い合わせ：富士通コワーコ株式会社（03-3342-5375）
ACアダプタ　※本体標準添付 ……………………FMV-AC311S 標準価格 10,000円（税別）

システムアップのためのオプション機器　※周辺機器はP.26を参照してください。

操作性の高い19mmピッチのキーボードを搭載。当社独自のキースイッチ機構

により、キータッチのやさしさと静寂性も飛躍的に向上しました。ポインティ

ングデバイスには、フラットポイントを採用。目的の動作をボタン一つで素早

く行えるマルチファンクショ

ン機能を搭載したスクロール

ボタン「iスクローラ」を装

備。指一本の簡単操作でホー

ムページの閲覧も快適です。

5 6 k b p s 内蔵 F A Xモデムに加え、

100BASE-TX/10BASE-T対応のブロー

ドバンドポート（LAN）を搭載。ADSLや

CATVなどの高速インターネットに手軽

に接続できます。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るの

で、ストレスなくインターネットが楽し

めます。
※LANケーブルは添付しておりません。

大画面のスタイリッシュボディ

高速インターネットを可能にするブロードバンドポート（LAN）

ワンタッチボタンでインターネットもらくらく

iスクローラなど快適な操作性

4つのUSBポートを搭載

本体手前にワンタッチボタンを標準装備。ボタンを押すだけで、インター

ネットへの接続や着信メールの確認などができます。また、ワンタッチボ

タンは音楽CDの操作（＊）も可能です。
＊Windows動作中のみ操作可能。

大容量128MBメモリ搭載！インターネットが快適！ MD連携が楽しめる光デジタルオーディオ出力端子

※上記マークの説明は、P.29の「マークの説明」にあります。

※機種により機能が異なります。P.29-P.30でご確認ください。

21 ※画面はハメコミ合成です。

NBシリーズ、MFシリーズ共通機能



コミュニケーション手段の一つである

電子メールの読み・書きやすさも安心。

「＠メール」の文字拡大機能を利用すれば、

文字の大きさが調節でき、メールが読

み・書きやすくなります。

映画や音楽などDVDで再生した映像をTV（＊）にダイレクトに出力できる

S端子を標準装備。迫力あふれる大画面で映像を楽しむことができます。

また、デジタルビデオ編集が楽しめる、高速データ通信が可能なIEEE1394

（DV）端子も装備するなど、AV機器連携も充実しています。
＊TV側には、S端子の入力端子が装備されている必要があります。
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A5 file
映画や音楽を楽しむ。外出先でアクセスする。
DVD-ROMドライブ搭載モデル。

※インターネットセキュリティソフト「NortonTM Personal Firewall」を搭載。�
　ただし、別途LANカードが必要になります。�

※�

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

プライバシーフィルタⅠ［LOOX S用］※ ……0636370 オープン価格
プライバシーフィルタⅡ［LOOX T用］※ ……0636371 オープン価格
※お問合わせ：富士通コワーコ株式会社（03-3342-5375）

内蔵バッテリパック ……………………………FMVLBP101 標準価格 12,000円（税別）
（注）本体標準のバッテリパック交換用
内蔵バッテリパック（L） ………………………FMVLBP102 標準価格 15,000円（税別）
CRT変換ケーブル ………………………………FMV-NCBL1 標準価格 4,000円（税別）
LOOXキャリングケースⅠ［LOOX S用］※ ……0522060 標準価格 2,780円（税別）［写真左］
LOOXキャリングケースⅡ［LOOX T用］※ ……0522061 標準価格 2,980円（税別）
LOOXキャリングバッグ※ ……………………0522065 標準価格 9,500円（税別）［写真右］

システムアップのためのオプション機器　※周辺機器はP.26を参照してください。

映画・音楽を楽しめる、高精細画面＆DVD-ROMドライブ搭載

好きな映画や音楽など

が思う存分満喫でき

る、最大8倍速DVD-

ROMドライブユニット

を標準搭載。別売の内

蔵バッテリパック（Ｌ）

を利用すれば、連続約4

時間（＊）再生でき、外

出先でも安心して利用

できます。また、10型高

精細大画面の採用により、きめ細やかな映像で見ることができます。

さらに、お手持ちのヘッドフォンをつなげば、映画館のような臨場感

あふれる迫力のドルビーデジタル立体音響も楽しむことができ、いつも

遊びのそばに置いておけば、楽しみが大きくふくらみます。
＊LOOX T7/63の場合。内蔵バッテリパック（本体に添付）では、約2時間の連続再生。ただし、満充電、低輝度、省

電力モードの状態でヘッドフォン利用時の使用条件。また、DVDソフトにより、駆動時間は異なります。なお、

LOOX T7/63Wの連続再生時間は、P.28の仕様一覧にてご確認ください。

（注）長時間のDVDソフトの再生時は、別売の内蔵バッテリパック（Ｌ）でのご使用を推奨します。

小型243×151mm、
軽量約980gのコンパクトボディ

小型A5コンパクト（幅243mm、奥行き151mm）サイズ、わずか約980g（＊）

のコンパクトボディを実現。いつでも、好きな場所に気軽に持ち歩くこと

ができます。また、8.8型ワイドXGA（1024×512ドット）対応TFT液晶

の採用をはじめ、約16mmピッチのキーボードの搭載とインタフェース類を

取り扱いが簡単で初心者の方にも

最適な汎用性の高いUSBポートに統合

することにより、使いやすさも抜群です。

さらに、大容量15GBハードディスクの

搭載により、好きな映像・音楽データ

などを入れて歩き回ることもでき、

いつでも、楽しいPCライフを送ること

かできます。
＊LOOX S7/60の場合。LOOX S7/60Wは、約990gです。

楽しみ方が広がるAV機器連携も充実

小型A5ファイル（幅264mm、奥行き183mm）サイズ、約1.5kgを実現しな

がら、ディスプレイには高精細なワイドSXGA（1280×600ドット）対応

10型TFT液晶を採用し見やすさも抜群です。また、128MBメモリ、大容量

15GBハードディスク搭載など、コンパクトながらハイスペックを実現し

ています。

小型化＆見やすさを両立

メールを読みやすくする「文字拡大表示」

A5 compact
軽快に持ち運ぶ。コミュニケーションで遊ぶ。
小型・軽量のコンパクトモデル。

※インターネットセキュリティソフト「NortonTM Personal Firewall」を搭載。�
　ただし、別途LANカードが必要になります。�

※�

（注）左記マークの説明は、P.29の
（注）「マークの説明」にあります。
（注）FDDユニット（USB）は別売となります。

（注）左記マークの説明は、P.29の
（注）「マークの説明」にあります。
（注）FDDユニット（USB）、
（注）CD-ROMドライブユニットは
（注）別売となります。

S端子IEEE1394（DV端子）

DVD「60セカンズ特別版」好評発売中　©Touchstone Pictures.
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小型A5コンパクトサイズ・軽量約980g（＊）の「LOOX S」シリーズと最大

8倍速DVD-ROMドライブを搭載した小型A5ファイルサイズ・約1.5kgの

「LOOX T」シリーズをラインアップ。気軽に持ち歩けるパソコンとして

「LOOX」シリーズは最適です。また、クールシルバー色を基調としたコン

パクトボディに、フレンドリーなデザインの採用により、持ち歩きが楽

しくなります。
＊LOOX S7/60の場合。LOOX S7/60Wは、約990gです。

小型・軽量のコンパクトボディ

最新の低消費電力CPU搭載。外出先でも安心して
使える最大約8時間のロングバッテリライフ

「LOOX」シリーズならではの機動性に貢献する低消費電力

と高性能の両立を実現した、Transmeta CrusoeTMプロセッサ

の最新版 TM5600-633MHz（＊1）を搭載。最新CPUの採用

とパワフルなリチウムイオンバッテリ

の搭載により、「LOOX S」シリーズで

は、最大約8時間（＊2）のロングバッテ

リライフを実現し、外出先でも安心し

て利用できます。
＊1「LOOX T」シリーズに搭載。「LOOX S」シリーズは、

TM5400-600MHzです。

＊2LOOX S7/60に別売の内蔵バッテリパック（L）を使用した

場合。ただし、バッテリの駆動時間は使用条件により異

なります。 （注）写真は、LOOX S7/60Wに別売の

（注）内蔵バッテリパック(L)を装着した場合です。

コンパクトボディに、画面の見やすさを考慮したワイド液晶を採用。

「LOOX S」シリーズでは、8.8型ワイドXGA（1024×512ドット）、

「LOOX T」シリーズでは、10型ワイドSXGA（1280×600ドット）を採用

しています。

見やすいワイド液晶を採用

左右からの覗き見を確実に防止する「プライバシー

フィルタ」（＊）をはじめ、「キャリングケース」（＊）、

「キャリングバック」（＊）を用意。気軽に「LOOX」

シリーズを持ち歩くことができます。
＊各商品は、すべて別売となります。

（注）写真は、プライバシーフィルタ（別売）です。

外出時に役立つ便利なアクセサリ

「LOOX」シリーズに、高速64kbpsのデータ

通信（＊2）機能を標準搭載[H"IN（エッジイ

ン）]（＊3）。電話機や通信カードなどを接続

することなくワイヤレスで、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 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。

＊2 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。

＊3 LOOX S7/60W、T7/63Wに搭載。また、H"IN（エッジイン）に関する注意事項などに関しては、P.7-8をご参照ください。

さっと開いてすぐにインターネットにアクセス

ワイヤレス通信機能のON/OFFスイッチ

を兼ねたランプを本体バックカバーに

標準装備（＊）。Windows画面上のアン

テナバーの他に、青色ランプの点灯、

点滅、消灯で今いる場所の電波状態が

視覚的に確認できます。
＊LOOX S7/60W、T7/63Wに装備。

（注）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。

今いる場所の電波状態もわかりやすいランプで確認

Office XP Personal（Word、Excel、Outlook、Bookshelf Basic）の

ビジネスアプリケーションをプレインストール。外出先での

PCライフを強力にサポートします。
（注）アプリケーションの機能によっては、CD-ROMが必要となる場合があります。この場合、

（注）「LOOX S」シリーズでは、CD-ROMに対応したドライブ装置が別途必要となります。

「Microsoft® Office XP Personal」搭載

外部ディスプレイ出力端子を標準装備。別売の

CRT変換ケーブルを利用して、プロジェクタ

などの外部ディスプレイに接続でき、効率的な

ビジネスをアシストします。

外部ディスプレイ出力

LOOXを手軽に持ち歩き、快適なPCライフを送る いつでも、どこでも＊1快適モバイルインターネット

プライベートはもちろん、ビジネス利用もOK

（注）写真は、CRT変換ケーブルです。

※画面はハメコミ合成です。
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*1 PHS通信にも対応しています。*2 PacketOne/PacketOne64にも対応しています。*3 64Kに対応しています。　 ※208/209シリーズのパケット通信には対応しておりません。　※H"は64kbpsに対応しています。�

■携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）�

■携帯電話／PHSの動作確認機種一覧（2001年6月現在）�
※確認済携帯電話／PHSの最新情報は富士通インターネット情報ページ「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/auseful.html）内の「周辺機器」でご案内しております。�
○：通信のみ対応 ●：通信/「メモリダイヤルリンク」に対応 ◎：通信/「メモリダイヤルリンク」/「メロディリンク」に対応 ▲：「メモリダイヤルリンク」のみ対応 △：「メモリダイヤルリンク」/「メロディリンク」に対応�
（M）：「メールリンク」に対応 （C）：「キャラクタリンク」に対応 （K）：「キーボードリンク」に対応�

PT-H900�
PH-450�
PH-451Y�
PH-510�
PH-650�
ISD-E7�
ISD-P37�
ISD-P47�
ISD-P57�
ISD-P67�
WP-303�
WP-313�
TL-PH11�
TL-PH2�
KX-PH33S�
KX-PH35S�
KX-PH923F�
KX-PH15�
KX-PH16�
KX-PH20F�
KX-PH21F�
KX-PH30S�
KX-PH32S�
KX-PH907�
KX-PH921F�
KX-PH930

○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

N
T
T
ド
コ
モ
　
P
H
S

621S�
622S�
623P�
623N�
631S�
632P�
641Sf�
311S�
311Y�
312S�
313P�
314S�
315S

○*3�
○*3�
○*3�
○*3�
○*3�
○*3�
○*3�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

N
T
T
ド
コ
モ
�

F201�
F203�
F206�
F207�
F208�
F209i�
F210i�
F501i�
F502i�
F502it�
F503i�
F601ev�
F601ps�
N153�
N206�
N206S�
N207�
N207S�
N208�
N208S�
N209i�
N302�
N501i�
N502i�
N502it�
N503i�
N811�
N821i

○�
○�
●�
●�
◎�

◎（M/C/K）�
△（M/C/K）�
●（M）�
◎（M/C/K）�
△（M/C/K）�
◎（M/C/K）�
●�
▲�
○�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●（K）�
○�
●�
○（K）�
（K）�
○�
●*1�
○*1

P156�
P157�
P201�
P205�
P206�
P207�
P208�
P209i�
P209iS�
P302�
P501i�
P502i�
P503i�
P601ev�
P811�
P821i�
D203�
D206�
D207�
D208�
D501i�
D502i�
DE207�
ER207�
ER209i�
KO207�
KO208�
NM157

●�
◎�
○�
●�
●�
◎�
◎�

◎（M/C/K）�
△（M/C/K）�
○�

◎（M）�
◎（M/C/K）�
○�
◎�
○*1�
●�
○�
●�
●�
●�
●�
▲（K）�
●�
○�
○�
●�
▲�
○�

■PHS接続用USBケーブル�
（FMV-CBL12S）�

■PHS接続用USBケーブル�
（FMV-CBL103）�

a
u（
I
D
O
）�

C101S�
C103T�
C104SA�
C105P�
C106ST�
C111SA�
C301T�
C302H�
C303CA�
C304SA�
C305S

○�
○�
○�
○�
○�
○�
○*2�
○*2�
○*2�
○*2�
○*2

■cdmaOne接続用�
USBケーブル（FMV-CBL104）�

KX-PH932S�
PHS-J80�
PHS-J01�
PHS-J70�
PHS-P11�
PHS-P221�
DL-XL-S200�
DL-S100�
DL-S26P�
DL-S27�
DL-S28�
AP-V102�
TN-PZ7�
TN-PZ77�
TN-PZB6�
PS-T25�
AP-K101�
AP-K103�
KP-05�
PS-801�
PS-901�
PS-F10�
PS-T15�
DX2D-6BPS�
DX2D-6BPS-S

○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

D
D
I
ポ
ケ
ッ
ト
　
P
H
S
／
H''''

N
T
T
ド
コ
モ
�

536G�
537G�
538G�
539G�
701G

●�
◎�
○�
●�
●�

a
u（
I
D
O
）�

NM206�
NM207�
NM502i�
R207�
R208�
SH206�
SH811�
SH821i�
SO206�
SO502iWM�
TS206

○�
○�
○�
●�
●�
●�
●*1�
●*1�
○�
○�
○�

N
T
T
ド
コ
モ
�

507G�
508G�
509G�
511G�
521G�
522G�
523G�
524G�
525G�
526G�
527G�
528G�
530G�
531G�
532G�
533G�
534G

○�
○�
○�
○�
●�
●�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
◎�
●�
●�
○�

a
u（
I
D
O
）�

TD01�
TD11�
TS01�
TS02�
TT01�
TT02�
TT03�
TH092�
TH192�
TH291�
TH391�
TH491�
TH671�
TH891�
THZ43�
TK01�
TK02�
TK03�
TP11

○�
○�
○�
●�
○�
○�
○�
○�
●�
●�
●�
●�
○�
●�
●�
●�
●�
○�
○�

ツ
ー
カ
ー
�

D101P�
D201K�
D204SA�
D205S

◎�
○�
○�
○�

a
u（
D
D
I-

セ
ル
ラ
ー
）�

D207K�
HD-51P�
HD-60DE�
HD-60N�
HD-60NM�
HD60S�
HD-60SA�
HD61S

○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

a
u（
D
D
I-

セ
ル
ラ
ー
）�

DP-125�
J-D01�
J-D03�
J-DN01�
J-DN02�
J-K02�
J-N01�
J-N03�
J-P01�
J-P02�
J-PE01�
J-PE03�
J-SA01�
J-SA02�
J-SH01Ⅱ�
J-SH03�
J-SY01�
J-T02�
J-T03�
J-T04

▲�
●�
○�
●�
○�
○�
○�
○�
●�
○�
○�
○�
●�
○�
▲�
○�
○�
●�
●�
▲�

デ
ジ
タ
ル
ホ
ン
／
J-

P
H
O
N
E

D
D
I
ポ
ケ
ッ
ト
　
P
H
S
／
H

*1:NB7/80R、NB7/80Cのみ。*2:NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75W以外は別途Bluetooth™PCカード(FMV-JW281)が必要です。*3:NE7/800Wのみ標準添付。また、Windows®2000モデル（FMVNE7754）を除く。*4:NE7/800W、NE7/75Wのみ標準添付。
*5:MF7/600Wのみ対応（標準添付）。*6:LOOX T7/63Wのみ。*7:LOOX S7/60Wのみ。*8:お問い合わせ：富士通コワーコ株式会社（03-3342-5375）*9:MF7/600WはFMVNBP104が標準搭載されています。*10:MF7/700、MF7/60Rのみ標準添付。
*11:MF7/700のみ標準添付。*12:MF7/600W、MF7/60Rのみ標準添付。*13:NB7/750Rのみ。�

増設メモリ�
�
�
外部記憶装置�
�
�
�
ワイヤレス通信�
�
�
�
バッテリパック�
�
�
�
�
�
ACアダプタ�
�
�
�
ベイオプション�
（MFシリーズ専用）�
�
�
�
その他�

品名�
�
�
拡張RAMモジュール-256MB（100MHz）�
拡張RAMモジュール-128MB（100MHz）�
拡張RAMモジュール-64MB（100MHz）�
CD-R/RWドライブユニット（USB）�
DVD-ROMドライブユニット�
CD-ROMドライブユニット�
FDDユニット（USB）�
ｉ-Point（*2）�
Bluetooth™ PCカード�
ワイヤレスステーション（Bluetooth™ 対応）（*2）�
ワイヤレスステーション（PIAFS対応）�
Li-ionバッテリパック FM-33（*8）�
内蔵バッテリパック�
内蔵バッテリパック�
内蔵バッテリパック（L）�
バッテリチャージャ�
カーバッテリアダプタ�
ACアダプタ�
ACアダプタ�
ACアダプタ�
ACアダプタ�
内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット�
内蔵CD-R/RWドライブユニット�
内蔵DVD-ROMドライブユニット�
内蔵スーパーディスクドライブユニット�
増設用内蔵バッテリユニット�
CCDカメラ［Easyshot］�
カラーモバイルスキャナ�
サーマルプリンタ�
CRT変換ケーブル�
CD-R/RWディスク（CD-RW74）（*8）�
ISDNターミナルアダプタ�

型名�
�
�
FMVNM25SE�
FMVNM12SD�
FMVNM64SD�
FMV-NRW51S�
FMV-NDVD3S�
FMV-NCD43S�
FMV-NFD51S�
FMWV-102�
FMV-JW281�
FMWT-401�
FMWT-301�
0643970�
FMVNBP113�
FMVLBP101�
FMVLBP102�
FMV-NCA3�
FMV-NCBA2�
FMV-AC311S�
FMV-AC304S�
FMV-AC304W�
FMV-AC308�
FMVNCB21�
FMVNRW22�
FMVNDVD24�
FMVNSD23�
FMVNBT20�
FMV-NCCD2�
RS-C40U�
XM-30TE�
FMV-NCBL1�
0241410�
FMTA-103

NE�
×�
○�
○�
－�
－�
－�
－�

●（*3）�
○�

●（*4）�
－�
●�
×�
×�
×�
×�
×�
●�
×�
×�
×�
×�
×�
×�
×�
×�
○�
○�
○�
×�
○�
○�

NB�
○（*1）�
○�
○�
○�
○�
－�
－�
○�

○（*13）�
○（*13）�
－�
●�
×�
×�
×�
×�
×�
●�
×�
×�
×�
×�
×�
×�
×�
×�
○�
○�
○�
×�
○�
○�

MF�
○�
●�
－�
－�
○�
－�
●�
○�
○�
○�

●（*5）�
×�

●（*9）�
×�
×�
○�
○�
×�

●（*10）�
●（*5）�
×�

●（*11）�
●（*12）�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
×�
○�
○�

T�
×�
×�
×�
○�
－�
－�
○�
○�
○�
○�

○（*6）�
×�
×�
●�
○�
○�
○�
×�
×�
×�
●�
×�
×�
×�
×�
×�
○�
○�
○�
○�
－�
○�

S�
×�
×�
×�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

○（*7）�
×�
×�
●�
○�
○�
○�
×�
×�
×�
●�
×�
×�
×�
×�
×�
○�
○�
○�
○�
－�
○�

120,000円�
60,000円�
30,000円�
53,800円�
56,800円�
31,800円�
12,000円�
29,800円�
20,000円�
41,800円�
41,800円�
15,500円�
20,000円�
12,000円�
15,000円�
20,000円�
23,000円�
10,000円�
10,000円�
10,000円�
10,000円�
70,000円�
50,000円�
40,000円�
27,000円�
20,000円�
18,000円�
29,800円�

オープン価格�
4,000円�

オープン価格�
49,800円�

■主な拡張機器�

ケーブル�

品名�
�
携帯電話接続用USBケーブル�
PHS接続用USBケーブル（NTTドコモ対応）�
PHS接続用USBケーブル（H"対応）�
cdmaOne接続用USBケーブル�

型名�
�
FMV-CBL11S�
FMV-CBL12S�
FMV-CBL103�
FMV-CBL104

5,000円�
5,000円�
5,000円�
5,000円�

■携帯電話／PHS接続ケーブル�

標準価格�
（税別）�

標準価格�
（税別）�

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

●：標準搭載または標準添付　○：使用可能　×：使用不可�

BIBLO LOOX
対応機種�

※写真は、FMV-CBL11Sです。�

SCANNER

カラーモバイルスキャナ
●高解像度600dpiフルカラー読み取り。
●パソコン本体とUSBで簡単接続。
●ハガキサイズは一発スキャン。文書/イメージ統合能力を装備。

RS-C40U
標準価格 29,800円（税別）

PRINTER

サーマルプリンタ
●外出先ですぐに印刷。USB接続モバイルプリンタ。
●細かい文字もきれいに印刷するモノクロ400dpiの高画質。
●A6用紙対応。A4原稿も縮小印刷が可能。

XM-30TE
オープン価格

CD-R/RW

CD-R/RWドライブユニット（USB）
●音や画像などの大容量データの保存に最適。
●パソコン本体とUSBで簡単接続。
●CD-R/RWライタアプリを標準添付。

FMV-NRW51S
標準価格 53,800円（税別）

DVD-ROM

DVD-ROMドライブユニット
●DVDの臨場感をどこでも楽しめるポータブルタイプ。
●モバイルユースをサポートする節電モードを搭載。
●DVD-ROM（6倍速）、CD-ROM（24倍速）の再生に対応。

FMV-NDVD3S
標準価格 56,800円（税別）

CD-ROM

CD-ROMドライブユニット
●BIBLO本体と持ち歩いて音楽・アプリケーションCDを再生。
●モバイルユースをサポートする節電モードを搭載。
●PCカード経由でBIBLO本体の電力で動作可能。

FMV-NCD43S
標準価格 31,800円（税別）

FDD

FDDユニット（USB）
●コンパクト設計のポータブルフロッピィディスクドライブ。
●BIBLO本体のUSBインタフェースから電源供給。
●USBなので抜き差し自在、簡単接続。

FMV-NFD51S
標準価格 12,000円（税別）
※MFシリーズは標準添付です。

CCD

WIRELESS INTERNET

TERMINAL ADAPTER

CCDカメラ［Easyshot］
●USB接続のケーブルで本体とつないで自由に動かせる
から、いつも最高のアングルで撮影が可能。

FMV-NCCD2
標準価格 18,000円（税別）

ISDNターミナルアダプタ
●64/128kbpsのデータ通信速度に対応。
●DSU内蔵。
●USB接続対応。
●ナンバーディスプレイ対応。

FMTA-103
標準価格 49,800円（税別）

ワイヤレスステーション（BluetoothTM対応）
●BIBLO本体（BluetoothTMモデル）と
電話回線をワイヤレス接続し、快適インターネット。

FMWT-401
標準価格 41,800円（税別）
※BluetoothTM内蔵モデル以外のBIBLOでは、

別途BluetoothTMPCカード（FMV-JW281）が必要です。

BluetoothTMPCカード
●ワイヤレスステーション（FMWT-401）を親機に、
屋内の好きな場所から快適インターネット。

FMV-JW281
標準価格 20,000円（税別）
※NB7/80R、NB7/80Cは対応しておりません。

ワイヤレスステーション（PIAFS対応）
●BIBLO本体（H″INモデル）と電話回線をワイヤレス接続。
●家中どこからでも快適インターネット。

FMWT-301
標準価格 41,800円（税別）
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FMV-BIBLO ITEM
FMV-BIBLO/LOOXの使い方を拡げる周辺機器シリーズ

※画面はハメコミ合成です。
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■FMV-BIBLO NE/NBシリーズ仕様一覧�

外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）／拡張キーボードまたはマウス（PS/2タイプ Mini DIN 6ピン）／ �
シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン）／パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB 25ピン）／�

マイクイン・ジャック（φ3.5mmモノラル・ミニジャック）／ラインイン・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／�
ヘッドフォン・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／光デジタルオーディオ出力（丸形［ミニプラグ］）※ラインイン・ジャックと共用（*10）／�

IEEE1394（S400 4ピン）（*11）／ビデオ出力（S端子）／�
FAXモデム（モジュラジャック［RJ-11］）／LAN（RJ-45）／USB（コネクタ4ピン×4）（*12）�

外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）／パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB 25ピン）／�
マイクイン・ジャック（φ3.5mmモノラル・ミニジャック）／ラインイン・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／�

ヘッドフォン・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／光デジタルオーディオ出力（丸形［ミニプラグ］）※ラインイン・ジャックと共用（*10）／�
IEEE1394（S400 4ピン）（*11）／ビデオ出力（S端子）（*13）／�

FAXモデム（モジュラジャック［RJ-11］）／LAN（RJ-45）／USB（コネクタ4ピン×4）（*12）�

ATI  RAGE™ Mobility-P（3Dアクセラレータ内蔵）�
8MB（SDRAM）�

ATI  RAGE™ Mobility-EC AGP接続（3Dアクセラレータ内蔵）�
4MB（SDRAM）�

ＦＬバックライト付ＴＦＴカラーＬＣＤ�
1400×1050ドット 1677万色（*3）�1400×1050ドット 1677万色（*3）�

0.204ｍｍ� 0.204ｍｍ�

1024×768ドット 1677万色（*3）�

1400×1050ドット 1677万色（*3）� 1024×768ドット 1677万色（*3）�

1024×768ドット 1677万色（*3）�

1024×768ドット 1677万色（*3）�

14.1型�

最大1600×1200ドット 1677万色� 最大1600×1200ドット 65536色�
1400×1050ドット 1677万色（*3）�

リチウムイオン10.8V 3000mAh

プログラマブル×4（音楽CD/DVD操作ボタンとしても動作）� プログラマブル×4（音楽CD操作ボタンとしても動作）（*8）�
標準内蔵（フラットポイント）／iスクローラ（決定ボタン付スクロー　　ルボタン）搭載�

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ�

約58Ｗ以下�
Ｓ区分　0.00066Ｓ区分　　 0.00061 Ｓ区分　　 0.00064Ｓ区分　　 0.00051

約57Ｗ以下�

約2.0時間� 約2.4時間�

Ｓ区分　　 0.00064
約48Ｗ以下�

Ｓ区分　　 0.00069

約2.0時間� 約2.2時間� 約2.4時間�

約50Ｗ以下�
約3.0時間�

約48Ｗ以下�

約2.0時間� 約2.4時間� 約1.7時間�

Ｓ区分　0.00069

有り�
i-Panel（モノクロ液晶、半透過型、120×26ドット、バックライト7色）� 反射型�

約3.2kg
308×282×36.2～44.8mm（突起部含まず）� 308×268×36.2～44.8mm（突起部含まず）�

温度5～35℃、湿度20～80％�
ソフトウェア一覧（P.18）参照�

3.5インチ×1（3モード）�

30GB（Ultra DMA／33）� 30GB（Ultra DMA／33）�20GB（Ultra DMA／33）� 20GB（Ultra DMA／33）� 20GB（Ultra DMA／66）�
CD-RW/DVD-ROMドライブ�

（DVD:読出最大8倍速、CD:読出最大24倍速、�
CD-R:書込最大8倍速、CD-RW:書換最大4倍速）（*6）�

CD-RW/DVD-ROMドライブ�
（DVD:読出最大6倍速、CD:読出最大24倍速、�

書込/書換最大4倍速）（*6）�

CD-RW/DVD-ROMドライブ�
（DVD:読出最大8倍速、CD:読出最大24倍速、�

CD-R:書込最大8倍速、CD-RW:書換最大4倍速）（*6）�

CD-RW/DVD-ROMドライブ�
（DVD:読出最大6倍速、CD:読出最大24倍速、�

書込/書換最大4倍速）（*6）�

CD-R/RW（CD:読出最大24倍速、�
書込／書換最大8倍速）�

CD-R/RW（CD:読出最大24倍速、�
CD-R:書込最大8倍速、CD-RW:書換最大4倍速）�

最大24倍速（平均17倍速）（*7）�

0.279ｍｍ� 0.279ｍｍ�

Windows® 2000�
Professional搭載�

品名（*18）�

型
　
名�

Office XP �
Personalモデル�

CPU

キャッシュメモリ�
システムバスクロック�
BIOS ROM
メインRAM
拡張RAMモジュール用スロット�

表
　
示
　
機
　
能�

通
信
機
能�

画面制御機能�
ＶＲＡＭ容量�

内蔵ディスプレイ（*2）�

パネルサイズ�
ドットピッチ�

外部ディスプレイ表示�
外部ディスプレイのみ�
同時表示（*4）�

ＨＤＤ（固定式）（*5）�
ＣＤ-ＲＯＭドライブ(固定式)

ＦＤドライブ(固定式) 
キーボード�
内蔵ポインティングデバイス�
ワンタッチボタン�
音源機能�

内蔵ＦＡＸモデム（*9）�
ネットワーク機能�

ワイヤレス通信機能�

ＰＣカード�
インタフェース�

電源供給方式�
バッテリパック�
バッテリ稼働時間（*14）�
バッテリ充電時間（*15）�
消費電力（*16）�
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（*17）�
外形寸法(Ｗ×Ｄ×Ｈ)
質量�
状態表示ＬＣＤ�
盗難防止用ロック�
使用環境�
インストールソフト�

Windows® Me搭載�
FMV-BIBLO NE7/1000H FMV-BIBLO NE7/800W FMV-BIBLO NE7/850HFMV-BIBLO NE7/75W FMV-BIBLO NE7/800 FMV-BIBLO NE7/75 FMV-BIBLO NB7/750R

PC Card Standard準拠（TYPEⅠ／Ⅱ×2スロットまたはTYPEⅢ×1　　スロット）CardBus対応�

本体にBluetooth™モジュール内蔵�
※i-Point／ワイヤレスステーション標準添付�

本体にBluetooth™モジュール内蔵�
※ワイヤレスステーション標準添付�

本体にBluetooth™モジュール内蔵�

AC-Link接続サウンドチップ（16ビットステレオPCM）�
ソフトウェア XG WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ（ステレオ）�

AC-Link接続サウンドチップ（16ビットステレオPCM）�
ソフトウェア Wave Table機能内蔵、内蔵スピーカ（ステレオ）�

OADG準拠87キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）［キーピッチ19　　ｍｍ／キーストローク3ｍｍ］�

データ：最大56kbps（Ｖ.90）、FAX：最大14.4kbps
100BASE-TX/10BASE-T

標準128MB（SDRAM）［オンボード］（最大256MB）�

32KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）� 32KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）� 32KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）� 128KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ64ＫＢ（CPU内蔵）�32KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）�32KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）�

インテル®SpeedStep™テクノロジ対応�
モバイルPentium®Ⅲプロセッサ 1GHz

インテル®SpeedStep™テクノロジ対応�
モバイルPentium®Ⅲプロセッサ 800MHz

インテル®SpeedStep™テクノロジ対応�
モバイルPentium®Ⅲプロセッサ 850MHz

インテル®SpeedStep™テクノロジ対応�
モバイルPentium®Ⅲプロセッサ 800MHz

■FMV-BIBLO MFシリーズ仕様一覧�

本体内蔵�

携帯電話接続�

FMV-BIBLO MF7/700 FMV-BIBLO MF7/600W FMV-BIBLO ＭＦ7/60R

―� ―�

―�

FMVMF7703 FMVMF760W3 FMVMF760R3

FMVNE775W3

100ＭＨｚ� 200ＭＨｚ（*1）�
512KB（フラッシュＲＯM）�

1スロット（オプション［ＳＤＲＡＭ］：64／128ＭＢ）�
標準128MB（SDRAM）［オンボード］（最大384MB）�
1スロット（オプション［ＳＤＲＡＭ］：64／128／256MB）�

―�

FMVNE7803

―�

FMVNE7753

FMVNE7754

FMVNB775R3

―�

FMV-BIBLO NB7/80R

インテル®SpeedStep™テクノロジ対応�
モバイルPentium®Ⅲプロセッサ 750MHz

FMVNB780R3

―�

FMV-BIBLO NB7/80C
FMVNB780C3

―�

FMVNE785H3

―�

―�

FMVNE780W3

―�

FMVNE710H3

―�

32KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）� 32KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）�
100MHz

512KB（フラッシュROM）�
標準128MB（SDRAM［拡張RAMモジュール-128MB装着］）/最大256ＭＢ�

1スロット（オプション［SDRAM］：256MB）※出荷時に拡張RAMモジュール-128MB装着済み�
ATI  RAGE™ Mobility-M（3Dアクセラレータ内蔵）�

4MB（SDRAM）�
FLバックライト付TFTカラーLCD

1024×768ドット 最大1677万色（*3）�
12.1型�
0.24mm

最大1280×1024ドット　1677万色�
1024×768ドット 最大1677万色（*3）�

FDDユニット（USB）×1（2モード）標準添付（外付け）（*7）�

OADG準拠87キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）［キーピッチ19ｍｍ／キーストローク3ｍｍ］�
標準内蔵（フラットポイント）/スクロールボタン搭載�

プログラマブル×4（音楽CD／DVD操作ボタンとしても動作）（*9）�
データ：最大56kbps（V.90規格準拠）、FAX：最大14.4kbps

―�100BASE-TX/10BASE-T 100BASE-TX/10BASE-T

PC Card Standard準拠（TYPEⅠ/Ⅱ×1スロット）CardBus対応�

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ（内蔵×1、増設バッテリパック×1［オプション］）�
携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）を標準添付�オプション�

リチウムイオン 10.8Ｖ 2600mAｈ�リチウムイオン 10.8Ｖ 3100mAｈ� リチウムイオン 10.8Ｖ 3100mAｈ�
約4.0時間（標準バッテリ）／約7.5時間（増設バッテリ装着時）�約3.0時間（標準バッテリ）／約6.5時間（増設バッテリ装着時）�約3.3時間（標準バッテリ）／約6.8時間（増設バッテリ装着時）�

約4.0時間（標準バッテリ）／約4.5時間（増設バッテリ装着時）�
約45Ｗ以下（ACアダプタ使用時）�

S区分　0.0010 S区分　0.0012

約1.7kg（モバイルマルチベイ用カバー装着時）/�
約2.0kg（CD-RW/DVD-ROMドライブ装着時）�

約1.7kg（モバイルマルチベイ用カバー装着時）/�
約2.0kg（CD-R/RWドライブ装着時）�

約1.77kg（モバイルマルチベイ用カバー装着時）/�
約2.0kg（CD-R/RWドライブ装着時）�

約48Ｗ以下（ACアダプタ使用時）� 約48Ｗ以下（ACアダプタ使用時）�

携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL11S）を標準添付�

20GB（Ultra DMA/33）�

CD-R/RW（CD:読出最大24倍速、�
CD-R:書込最大8倍速、CD-RW:書換最大4倍速）�

（モバイルマルチベイに装着可能）�

CD-RW/DVD-ROMドライブ�
（DVD:読出最大8倍速、CD:読出最大24倍速、�

CD-R:書込最大8倍速、CD-RW:書換最大4倍速）（*6）�
（モバイルマルチベイに装着可能）�

低電圧版 モバイル インテル®Celeron™ プロセッサ 600MHz
インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 低電圧版�
モバイル Pentium®Ⅲプロセッサ 700MHz

インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 低電圧版�
モバイル Pentium®Ⅲプロセッサ 600MHz

CD-RW/DVD-ROMドライブユニット（MF7/700に標準添付）／CD-R/RWドライブユニット（MF7/600W,MF7/60Rに標準添付）／DVD-ROMドライブユニット（オプション）／�
CD-ROMドライブユニット（オプション）／スーパーディスクドライブユニット（オプション）（*7）（*8）／増設用バッテリユニット（オプション）の何れか一つを装着可能�

AC-Link接続サウンドチップ（16ビットステレオＰＣＭ）�
ソフトウェア XG WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ（ステレオ）、内蔵マイク（モノラル）�

本体にH"INモジュール内蔵�
（64kbpsベストエフォート方式データ通信対応）（*11）�

※ワイヤレスステーション標準添付�

外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）／マイクイン・ジャック（φ3.5mmモノラル・ミニジャック）／ラインイン・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／�
ヘッドフォン・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／光デジタルオーディオ出力（丸形［ミニプラグ］）※ラインイン・ジャックと共用（*12）／IEEE1394（S400 4ピン）（*13）／�

FAXモデム（モジュラジャック［RJ-11］）／LAN（RJ-45）（*14）／USB（コネクタ4ピン×2）（*15）�

【ＦＭＶ-ＢＩＢＬＯ MF注記】�
＊1：メモリを増設するには、予め装着されている拡張
RAMモジュールを取り外す必要があります。�
＊2：1024×768ドット表示を基準としているため、それ
以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央
に小さくなります。＊3：LCDはディザリング機能により
実現。＊4：LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、
外部ディスプレイの走査周波数は解像度や色数に関
係なく、水平48.4kHz・垂直60Hzになります。＊5：パー
ティションは約1GBをD:、残りをC:と区画設定しています。
＊6：読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMと
DVD-R（3.95GB）です。DVDソフトによっては再生で
きない場合があります。＊7：1.2MBの媒体を1.44MB
に再フォーマットはできません。また、OASYS専用文
書フロッピィ（2HD/2DD）は使用できません。＊8：パー
ソナルOASYSシリーズ（LX-6500SD、LX-7500SD、�
LX-9500SD）にて作成されたスーパーディスク媒体
内のOASYS文書は使用できません。＊9：CD/DVD操
作はOSが起動している時に限ります。また、DVD操
作はCD-RW/DVDドライブ搭載モデル（MF7/700）に
限ります。＊10：56000bpsはV.90の理論上の最高速
度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。
日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経
由での通信においては同規格の通信が行えない場
合があります。また、NTTの一般公衆電話回線の電
気的な仕様と同じではない交換機を使用した場合、
正常に通信出来ないことがあります。＊11：ご利用に
際してはDDIポケット株式会社への加入契約が必要
です。ただし、ワイヤレスステーション経由で電話回線
に接続する場合は加入契約が不要です。＊12：本機
からのデジタル出力は、サンプリング周波数48kHz�
のみです。対応したオーディオ機器でご利用ください。
また、一般のCDプレーヤー類と同等のデジタル�
オーディオのコピーマネジメントを行っております。�
＊13：MF7/600WにはIEEE1394端子は搭載されてい
ません。また、全てのIEEE1394対応機器の動作を保
証するものではありません。＊14：MF7/600WにはLAN
ポートは搭載されていません。＊15：全てのUSB対応
機器の動作を保証するものではありません。＊16：本
体のみ、CPU省電力制御あり。満充電の使用条件。
また、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
＊17：スタンバイ時、またはメインスイッチOFF時。�
＊18：スタンバイ時（充電なし）。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。＊19：本製品はWindows®Millennium Edition,�
Windows®2000 Professional(Service Pack1)を�
サポートしております。�
※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。�

モバイル インテル®Celeron™ プロセッサ 750MHz モバイル インテル®Celeron™ プロセッサ 750MHz 800MHzモバイルAMD Duron™プロセッサ�

【FMV-BIBLO NE/NB注記】�
＊1：対応するメモリはPC100MHzのみです。＊2：1400×1050
ドット、または1024×768ドット表示を基準としているため、それ
以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さく
なることがあります。＊3：LCDはディザリング機能により実現。�
＊4：LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディス
プレイの走査周波数は解像度や色数に関係なく、
NE7/1000H,NE7/850Hは水平64.0kHz・垂直60Hzになります。
それ以外の機種は水平48.5kHz・垂直60Hzになります。�
＊5：パーティションは約1GBをD:、残りをC:と区画設定しています。 
＊6：読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-R�
（3.95GB）です。DVDソフトによっては再生できない場合があ
ります。＊7：データ転送速度はCD-ROMの最内周で10倍速。
最外周で24倍速であり、平均17倍速となります。＊8：音楽CDの
操作はOS起動時に限ります。＊9：56000bpsはV.90の理論上
の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。
日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通
信においては同規格の通信が行えない場合があります。また、
NTTの一般公衆電話回線の電気的な仕様と同じではない交
換機を使用した場合、正常に通信出来ないことがあります。�
＊10：本機からのデジタル出力は、サンプリング周波数48kHzの
みです。対応したオーディオ機器でご利用ください。また、一般
のCDプレーヤー類と同等のデジタルオーディオのコピーマネジ
メントを行っております。＊11：全てのＩＥＥＥ１３９４対応機器の動
作を保証するものではありません。＊12：全てのUSB対応機器
の動作を保証するものではありません。また、NE7/1000H，
NE7/800W，NE7/75Wは3ポートです。＊13：NB7/80R，
NB7/80Cには搭載されていません。＊14：本体のみ、CPU省電
力制御あり。満充電の使用条件。また、NE7 /1000Ｈ，
NE7/850H，NE7/800W，NE7/800，NB7/750Rの場合、インテ
ル®SpeedStep™テクノロジによる省電力モード時。ただし、実
際の稼働時間は使用条件により異なります。＊15：スタンバイ時、�
またはメインスイッチOFF時。＊16：ACアダプタ運用時、充電な
しの場合。バッテリへの充電時には、約65W以下になります。�
＊17：スタンバイ時（充電なし）。ロックスイッチ（NEシリーズ）�
または、モードスイッチ（NBシリーズ）がロックポジションの時。�
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。＊18：本製品はWindows®MillenniumEdition,�
Windows®2000 Professional(Service Pack1)をサポートして
おります。�
※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。�

品名（*19）�

型
名�

Office XP �
Personalモデル�

CPU

キャッシュメモリ�
システムバスクロック�
BIOS ROM
メインRAM（*1）�
拡張RAMモジュール用スロット�

表
　
示
　
機
　
能�

通
信
機
能�

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス�

画面制御機能�
ＶＲＡＭ容量�

内蔵ディスプレイ（*2）�

パネルサイズ�
ドットピッチ�

外部ディスプレイ表示�
外部ディスプレイのみ�
同時表示（*4）�

ＨＤＤ（固定式）（*5）�
ＣＤ-ＲＯＭドライブ（着脱式）�

外付けＦＤドライブ�
モバイルマルチベイ�

キーボード�
内蔵ポインティングデバイス�
ワンタッチボタン�

ワイヤレス通信機能�

内蔵ＦＡＸモデム（*10）�
ネットワーク機能�

音源機能�

ＰＣカード�

電源供給方式�
バッテリパック�
バッテリ稼働時間（*16）�
バッテリ充電時間（*17）�
消費電力�
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（*18）�
外形寸法(Ｗ×Ｄ×Ｈ)

状態表示ＬＣＤ�

質量（バッテリパック含む）�

盗難防止用ロック�
使用環境�
インストールソフト� ソフトウェア一覧（P.18）参照�

温度5～35℃、湿度20～80％�
有り�
反射型�

288×225×24.5～30.5mm（突起部含まず）�

Windows® Me�
搭載�

■FMV-BIBLO LOOXシリーズ仕様一覧�

インタフェース�

携帯電話接続�

内蔵バッテリパック�
内蔵バッテリパック（L）�

FMV-BIBLO LOOX Tシリーズ� FMV-BIBLO LOOX Sシリーズ�

FMVLT763W3 FMVLT7633 FMVLS760W3 FMVLS7603

FMV-BIBLO LOOX T7/63W FMV-BIBLO LOOX T7/63 FMV-BIBLO LOOX S7/60W FMV-BIBLO LOOX S7/60

128KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵）� 128KB（CPU内蔵）／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）�
2MB（フラッシュROM）�

128MB SDRAM（μDIMM）　※内16MBはシステムで使用�
ATI社製  RAGE™ Mobility-M（3Dアクセラレータ内蔵）�

4MB（SDRAM）�
FLバックライト付TFTカラーLCD

1280×600ドット 1677万色（*2）�
10型�

0.180mm

1024×512ドット 1677万色（*2）�
8.8型�
0.195mm

最大1280×1024ドット、1677万色�
最大800×600ドット、最大1677万色� 640×480ドット、最大1677万色�

FDDユニット（USB）［2モード］ ※オプション　（*6）�
OADG準拠87キー�

（Windowsキー・アプリケーションキー付）�
［キーピッチ17ｍｍ／キーストローク2ｍｍ］�

OADG準拠86キー�
（Windowsキー・アプリケーションキー付）�
［キーピッチ約16ｍｍ／キーストローク2ｍｍ］�

標準内蔵（クイックポイント）�
プログラマブル×4（音楽CD／DVD操作ボタンとしても動作）（*7）� プログラマブル×1

データ：最大56kbps（V.90規格準拠）、FAX：最大14.4kbps

PC Card Standard準拠（TYPEⅠ/Ⅱ×1スロット）CardBus対応�

ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ�

オプション�

内蔵バッテリパック：リチウムイオン 10.8V 1800mAh
内蔵バッテリパック（L）：リチウムイオン 10.8V 3600mAh　※オプション�

約3.4時間（*13）�
約7.0時間（*13）�

約3.6時間（*13）�
約7.3時間（*13）�

約3.7時間�
約7.5時間�

約4.0時間�
約8.0時間�

約2時間［内蔵バッテリパック］／約3.5時間［内蔵バッテリパック（L）］�
約35Ｗ以下（ACアダプタ使用時）�

S区分　0.0010

約1.5kg

携帯電話接続用USBケーブル�
（FMV-CBL11S）を標準添付�

オプション�
携帯電話接続用USBケーブル�
（FMV-CBL11S）を標準添付�

15GB（Ultra DMA/33）�

外付けCD-ROMドライブ ※オプション�
DVD-ROM�

（DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速）（*5）�

Transmeta Crusoe™プロセッサ� Transmeta Crusoe™プロセッサ�
TM5600 633MHz TM5400 600MHz

AC-Link接続サウンドチップ（16ビットステレオＰＣＭ）�
ソフトウェアWave Table機能内蔵、内蔵スピーカ（ステレオ）�

AC-Link接続サウンドチップ（16ビットステレオＰＣＭ）�
ソフトウェアWave Table機能内蔵、内蔵スピーカ（モノラル）�

本体にH"INモジュール内蔵�
（64kbpsベストエフォート方式�
データ通信対応）（*9）�

―�
本体にH"INモジュール内蔵�
（64kbpsベストエフォート方式�
データ通信対応）（*9）�

外部ディスプレイ（CRT変換ケーブル［FMV-NCBL1］専用端子）／�
マイクイン・ジャック（φ3.5mmモノラル・ミニジャック）／�
ヘッドフォン・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／�

FAXモデム（モジュラジャック［RJ-11］）／USB（コネクタ4ピン×1）（*11）�

外部ディスプレイ（CRT変換ケーブル［FMV-NCBL1］専用端子）／�
マイクイン・ジャック（φ3.5mmモノラル・ミニジャック）／�
ラインアウト・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／�

ヘッドフォン・ジャック（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）／IEEE1394（S400 4ピン）（*10）／�
ビデオ出力（S端子）／FAXモデム（モジュラジャック［RJ-11］）／USB（コネクタ4ピン×2）（*11）�

【FMV-BIBLO LOOX注記】�
＊1：1280×600ドット（LOOX Tシリーズ）、または
1024×512ドット（LOOX Sシリーズ）表示を基準とし
ているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領
域部は画面中央に小さくなります。＊2：ディザリング
機能により実現。＊3：LCDと外部ディスプレイで同時
表示する場合、外部ディスプレイの走査周波数は解
像度や色数に関係なく、水平33.0kHz・垂直60Hz�
(LOOX Tシリーズ)、水平37.6kHz・垂直60Hz(LOOX 
Sシリーズ)になります。＊4：パーティションは、約1GB
をD：、残りをC：と区画設定しています。＊5：読み出し
可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-R�
(3.95GB)、DVD-VIDEOです。DVDソフトによっては、
再生できない場合があります。＊6：周辺機器によっては、
添付のドライバ等がフロッピィ媒体で提供されている
場合があります。その際は、別売のFDDユニット
(USB)をご購入ください。＊7：CD/DVD操作はOSが
起動している時に限ります。＊8：56000bpsはV.90の
理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最
高速度となります。日本国内の一般公衆回線、ある
いは構内交換機経由での通信においては同規格の
最高速度での通信が行えない場合があります。また、
NTTの一般公衆電話回線の電気的な仕様と同じで
ない交換機を使用した場合、正常に通信ができない
場合があります。＊9：ご利用に際してはDDIポケット
株式会社への加入契約が必要です。＊10：全ての
IEEE1394対応機器の動作を保証するものでは
ありません。＊11：全てのUSB対応機器の動作を
保証するものではありません。＊12：本体のみ、
CPU省電力制御あり。満充電の使用条件。ただし、
実際の稼働時間は使用条件により異なります。�
＊13：LOOX T7/63でのDVDソフトの再生時は、
最大約2時間（T7/63W：1.8時間）［内蔵バッテリ
パック］／最大約4時間（T7/63W：3.6時間）［内
蔵バッテリパック（L）］となります（満充電、低輝度、
省電力モードの状態でヘッドフォン利用時）。ただし、
DVDソフトにより、駆動時間は異なります。�
＊14：スタンバイ時＊15：スタンバイモード(充電なし)。�
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。＊16：本製品は
Windows®Millennium Edition, Windows®2000 
Professional(Service Pack1)をサポートしております。�
※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。�

品名（*16）�

型
名�

Office XP �
Personalモデル�

CPU

キャッシュメモリ�
BIOS ROM
メインRAM

表
　
示
　
機
　
能�

通
信
機
能�

画面制御機能�
ＶＲＡＭ容量�

内蔵ディスプレイ（*1）�

パネルサイズ�
ドットピッチ�

外部ディスプレイ表示�
外部ディスプレイのみ�
同時表示（*3）�

ＨＤＤ（固定式）（*4）�
ＣＤ-ＲＯＭドライブ�

外付けＦＤドライブ�
キーボード�

内蔵ポインティングデバイス�
ワンタッチボタン�

ワイヤレス通信機能�
内蔵ＦＡＸモデム（*8）�

音源機能�

ＰＣカード�

電源供給方式�
バッテリパック�

バッテリ稼働時間（*12）�

バッテリ充電時間（*14）�
消費電力�
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（*15）�
外形寸法(Ｗ×Ｄ×Ｈ)

状態表示ＬＣＤ�
質量（バッテリパック含む）�

盗難防止用ロック�
使用環境�
インストールソフト� ソフトウェア一覧（P.18）参照�

温度5～35℃、湿度20～80％�
有り�
反射型�

264×183×31.5mm（突起部含まず）�
約990g 約980g

243×151×30mm（突起部含まず）�

Windows® Me�
搭載�
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当社の厳しい環境評価基準（リサイクル、省エネ化、環境にやさしい素材の採用など）
をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供。（FMV-BIBLOシリーズ）
※詳細は富士通ホームページ「環境のコーナー」をご参照ください。
（http://eco.fujitsu.com/eco.html）

このカタログに記載した製品は省エネ法で2005年まで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。

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。

Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル� Office XP Personalモデル�

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。�

Eメールで文章やデータを
送受信できます。�

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。�

デジタルカメラと連携して
静止画を編集・加工できます。�

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。�

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オリ
ジナルポストカードが作れ
ます。�

 i-Panel�
（多機能ウィンドウ）�

携帯電話／�
ＰＨＳ連携�

ワイヤレス�
通信機能�

バッテリ�
稼働時間�

A4ファイルサイズ� A4 ファイルサイズ� B5ファイルサイズ� A5ファイルサイズ� A5コンパクトサイズ�

NB7/80R NB7/80C MF7/700 MF7/600W MF7/60RNB7/750RNE7/800NE7/850H NE7/75NE7/75WNE7/800W

Bluetooth™内蔵ワイヤレスモデル� クリエイティブAVモデル� クリエイティブ& コンパクトモデル� ハイスペック&モバイルモデル� モバイルマルチメディアモデル�モバイルコミュニケーションモデル�

NE7/1000H

価格�

標準搭載�標準搭載�標準搭載�標準搭載�標準搭載�標準搭載� ━� ━� ━� ━� ━�

接続可能(*2)接続可能(*2)接続可能(*2)接続可能(*2)接続可能(*2)接続可能(*2)接続可能(*2)接続可能(*2)

約2.0時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約2.4時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約2.0時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約2.2時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約2.4時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約2.0時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約2.4時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約1.7時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約3.2kｇ� 約3.2kｇ� 約3.2kｇ� 約3.2kｇ� 約3.2kｇ� 約3.2kｇ� 約3.2kｇ� 約3.2kｇ� 約1.7kｇ(*4)約1.77kｇ(*4) 約1.5kｇ� 〈S7/60W〉�

約990ｇ�
〈S7/60〉�

約980ｇ�

ワンタッチボタン×4�
[DVD/音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[DVD/音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[DVD/音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[DVD/音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[DVD/音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[DVD/音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[DVD/音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[音楽CDの�
操作も可能]

━�

ワンタッチボタン×4�
[音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[DVD/音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×1

ワイヤレス�
ステーション添付�
�

オープン価格� オープン価格� オープン価格� オープン価格� オープン価格� オープン価格�

USB×3�
IEEE1394×1�
S端子×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

USB×3�
IEEE1394×1�
S端子×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

USB×3�
IEEE1394×1�
S端子×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

USB×4�
IEEE1394×1�
S端子×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

USB×4�
IEEE1394×1�
S端子×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

USB×4�
IEEE1394×1�
S端子×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

USB×4�
IEEE1394×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

USB×4�
IEEE1394×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

USB×2�
IEEE1394×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×1

USB×2�
IEEE1394×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×1

USB×2�
IEEE1394×1�
S端子×1�

PCカードスロット×1

USB×1�
PCカードスロット×1

USB×2�
光デジタルオーディオ出力端子×1�

PCカードスロット×1

USB×4�
IEEE1394×1�
S端子×1�

光デジタルオーディオ出力端子×1�
PCカードスロット×2

携帯電話接続用�
USBケーブル�
標準添付(*3)

携帯電話接続用�
USBケーブル�
標準添付(*3)

〈S7/60〉�
携帯電話接続用�
USBケーブル�
標準添付(*3)

H''IN�
モジュール�
内蔵(*2)

〈T7/63〉�
携帯電話接続用�
USBケーブル�
標準添付(*3)H''INモジュール内蔵(*2)

〈T7/63W〉�

H''INモジュール内蔵(*2)

〈S7/60W〉�

約3.3時間（標準）�
約6.8時間（増設バッテリ）�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約3.0時間（標準）�
約6.5時間（増設バッテリ）�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約4.0時間（標準）�
約7.5時間（増設バッテリ）�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

〈S7/60W〉�
約3.7時間（標準）�
約7.5時間（L）�
［リチウムイオンバッテリ］�

〈S7/60〉�
約4.0時間（標準）�
約8.0時間（L）�
［リチウムイオンバッテリ］�

〈T7/63W〉�
約3.4時間（標準）�
約7.0時間（L）�
［リチウムイオンバッテリ］�

〈T7/63〉�
約3.6時間（標準）�
約7.3時間（L）�
［リチウムイオンバッテリ］�

※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。�

*1:別途、LANカードが必要となります。*2:携帯電話接続用USBケーブル／PHS接続用USBケーブルはオプションとなります。�

*3:携帯電話接続用USBケーブル標準添付。PHS接続用USBケーブルはオプションとなります。*4:モバイルマルチベイカバー装着時の値です。�

LINE UP

つくる�

インターネット�

み　る�

つなぐ�

T7/63W、T7/63 S7/60W、S7/60

20GＢ� 20GＢ�20GＢ� 15GＢ� 15GＢ�20GＢ�30GＢ�30GＢ� 20GＢ� 20GＢ�30GＢ�30GＢ�

128MB�
（最大384MB）� 128MB 128MB128MB�

（最大256MB）�
128MB�
（最大256MB）�

128MB�
（最大256MB）�

128MB�
（最大256MB）�

128MB�
（最大256MB）�

128MB�
（最大256MB）�

128MB�
（最大256MB）�

ソフト�

メモリ�

ハードディスク�

ワンタッチボタン�

CD/DVD

オプション�オプション� オプション� オプション� オプション� オプション� オプション�

CD-R/RW CD-R/RW DVD-ROM
CD-R/RW�
［着脱式］�

CD-R/RW�
［着脱式］�

CD-RW/�
DVD-ROM�
［着脱式］�

CD-ROM オプション�
CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

通信機能� 56kbpsモデム� 56kbpsモデム� 56kbpsモデム�
56kbpsモデム�

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）�

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）�

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）�

ブロードバンドポート�
（LAN）�

ブロードバンドポート�
（LAN）�

56kbpsモデム� 56kbpsモデム� 56kbpsモデム� 56kbpsモデム� 56kbpsモデム� 56kbpsモデム� 56kbpsモデム�

モバイル インテル®�
CeleronTMプロセッサ�

750MHz

モバイル インテル®�
CeleronTMプロセッサ�

750MHz

モバイルPentium®III�
プロセッサ�

1GHz

モバイルPentium®III�
プロセッサ�

800MHz

モバイルPentium®III�
プロセッサ�

850MHz

モバイルPentium®III�
プロセッサ�

800MHz

モバイルPentium®III�
プロセッサ�

750MHz
CPU

低電圧版モバイル インテル®�
CeleronTMプロセッサ�

600MHz

800MHzモバイル�
AMD DuronTMプロセッサ�

800MHz

低電圧版モバイル�
Pentium®IIIプロセッサ�

600MHz

低電圧版モバイル�
Pentium®IIIプロセッサ�

700MHz

CrusoeTMプロセッサ�
TM5600�
633MHz

CrusoeTMプロセッサ�
TM5400�
600MHz

800MHzモバイル�
AMD DuronTMプロセッサ�

800MHz

接続可能(*2)

約1.7時間�
［リチウム�
イオンバッテリ］�

約3.2kｇ�

━�

ワンタッチボタン×4�
[音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[音楽CDの�
操作も可能]

ワンタッチボタン×4�
[音楽CDの�
操作も可能]

20GＢ�

128MB�
（最大384MB）�

56kbpsモデム�

14.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

12.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

12.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

10型TFT�
（1280×600）�
1677万色�

8.8型TFT�
（1024×512）�
1677万色�

14.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

14.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

14.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

14.1型TFT�
（1400×1050）�
1677万色�

14.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

14.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

14.1型TFT�
（1400×1050）�
1677万色�

液晶ディスプレイ�
14.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

12.1型TFT�
（1024×768）�
1677万色�

約1.7kｇ(*4)

━�

20GＢ�

128MB�
（最大256MB）�

128MB�
（最大256MB）�

128MB�
（最大256MB）�

オプション�

56kbpsモデム� 56kbpsモデム�

拡張性�

質量�

�
ワイヤレス�
ステーション添付�

Bluetooth™搭載��
ワイヤレスステーション/�
i-Point添付�

Bluetooth™搭載�Bluetooth™搭載�

マークの説明�

型
名�

Windows®Me搭載�
Windows®2000�
Professional搭載�

FMVNE710H3

─�

FMVNE780W3

─�

FMVNE775W3

─�

FMVNE785H3

─�

FMVNE7803

─�

FMVNE7753

FMVNE7754

FMVNB775R3

─�

FMVNB780R3

─�

FMVNB780C3

─�

FMVMF7703

─�

FMVMF760W3

─�

FMVMF760R3

─�

FMVLT763W3 FMVLT7633

─� ─�

FMVLS760W3

─�

FMVLS7603

─�

(*1) (*1) (*1)

━�━�

29 ※画面はハメコミ合成です。



★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、仕様等の内容は2001年6月現在のものです。

●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。

安全に関するご注意

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。

リーズではCD-ROMで提供されるソフトウェアを利用する場合、CD-ROMに適応したドライブ装
置が別途必要となります。●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。●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、マニュアル等の記載については、一
部汎用的な表記を使用している場合や、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。
●LOOXシリーズでは、アプリケーションによっては、標準の解像度で画面におさまりきらない場合
があります。この場合は仮想スクリーンモードをご利用ください。●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）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、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。●NE、NBシリーズに組み込まれてい
る1.2MBフロッピィドライバはFMR/FMTOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピィを使用するた
めのもので、それ以外の機種でフォーマットされた場合は読み書きできない場合があります。（MF、
LOOXシリーズでは、1.2MBフロッピィは読み書きできません。）●本製品には、有寿命部品（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。●一般的
にWindowsMe用、Windows2000用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中
には本パソコ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。●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、操作指導に要する料金、廃却費等は
含まれておりません。●本製品を海外に輸出する、又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。●本製品および周辺機器は日本国内仕様で
あり、海外保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●メーカとしての本装置の保証期
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。●誤操作や故障などにより、本パソコ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。重要なデータは予めフロッピィ等にバッ
クアップを取っておくことをおすすめします。●本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は保証されません。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。●本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。
ご購入の際には、販売店にご確認のうえ、お選びください。

■商標について
●インテル,PentiumおよびIntel Insideのロゴはインテル社の登録商標です。またCeleronはインテル
社の商標です。●Microsoft,Windows,BookshelfおよびWindows Logo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登録商標です。Windows® MeはMicrosoft®
Windows® Millennium Editionの略称です。●AMD、AMDロゴ、AMD Duronは、Advanced Micro
Devices, Inc.の商標です。●iモードはNTTドコモの登録商標です。●RageはATI Technologies INC
の商標です。●Bluetoothはエリクソン社の商標で富士通へライセンスされています。●Super Disk
はImation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です。
■ご注意事項
●TFT液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し一画面上に441万個以上（解像度1400×1050の
場合）、235万個以上（解像度1024×768の場合）、230万個以上（解像度は1280×600の場合）、
157万個以上（解像度1024×512の場合）の画素(ドット)より作られております。このため、画面の一
部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合がありますが、これらは故障ではありま
せんので、予めご了承ください。●本パソコンで使用している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。●リチウムイオンバッテリは消耗品です。●このカタログで使用し
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
イン等において異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●写真はすべてカタログ用に撮
影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。●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。●このカタログのディスク容量は1GB=10003byte換算値
です。1GB=10243byte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。●ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。特に、LOOX Sシ
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1 箱の中身を確認してください 2 接続しよう
3 初めて電源を入れる 4マニュアルのご紹介
5インターネット無料体験　6 ユーザー登録
7サポートのご案内

■画面で見る「マニュアル&サポート」
パソコン入門からアプリケーションやパソコン本体の使い方説明まで、便利
にお使いいただける、画面で見ていただくマニュアルです。
※Windowsセットアップ終了後に、CD-ROMからインストールしてください（LOOXシリーズでは、あらかじめ
ハードディスクに搭載されています）。デスクトップにソフト起動用のショートカットアイコンが作成されます。
（インストーラはオートラン起動。インストール後はCD-ROM不要）

●パソコンが初めての方に『パソコン入門』

●接続やセットアップなどの準備には『パソコンの準備』
●ユーザー登録やインターネットをはじめるには『使いはじめガイド』
●パソコンの動作がおかしいときは『トラブル解決ガイド』
●ウィンドウ操作や文字入力なら『基本操作クイックシート』

●豊富なQ&A事例集『トラブル解決Q&A』
●パソコンの便利な使い方のご提案『活用提案』

●アプリケーションやパソコンの機能が知りたいなら『パソコンの使い方』

●インターネットをこれからはじめる方に『インターネット入門』

■マニュアル（冊子）

■学ぶなら 知りたい！やりたい！学びたい!あなたのたいに応えます!
●パソコンの商品を見たい､試したい「富士通プラザ（ショールーム）」
東京：秋葉原、名古屋：大須、大阪：なんば
パソコンを実際に見て触れていただける、お客様とのコミュニケーション・スペース。 ※展示のないモデルもあります。

●パソコンのセットアップの代行を頼みたいなら「パソコンアシストサービス」
（アドレス）http://www.fsas.fujitsu.com/soho/ TEL.044-754-7000 9:00～17:00（日・祝日・年始年末を除く）

●自宅でパソコンを習いたいなら「PC家庭教師」
（アドレス）http://www.fujitsupersonals.com/ TEL.0120-37-2794 10:00～18:00（土・日・祝日・年始年末を除く）

●パソコンの基本操作をマスターしたいなら「パソコン関連書籍」
（アドレス）http://www.fom.fujitsu.com/goods/

●パソコンセミナーを受けたいなら
「富士通マイゼミナール」
（アドレス）http://www.fom.fujitsu.com/seminar/
TEL.東京03-3255-4711/名古屋052-239-1181 9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

大阪06-6949-4137 10:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

「富士通オープンカレッジ」
（アドレス）http://www.knowledgewing.com/oc/ 事務局 0120-559-506 9:00～17:30（土・日・祝日を除く）

■困ったら パソコンを詳しく知りたい、操作がわからない、故障かなと思ったらこの番号へお問合せください。
●富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

※保証期間中（１年間）、FMVシリーズ本体とディスプレイ装置（CRT／液晶）については、電話一本で引き取りから修理、
お届けまで無料で行います。なお､保証期間後は、引取修理サービス「富士通パソコン修理便｣（有料）をご利用ください。

●＠niftyに関するサポート窓口「＠niftyサービスセンター」
フリーダイヤル 0120-816-042

■情報を集めるなら 誰でもアクセスできます。みんなに役立つ情報の宝庫。
●新商品をチェック！情報サイト「FMWORLD.NET」
（アドレス）http://www.fmworld.net/

●製品情報を手軽に入手！「富士通パソコンFAXサービス」
（トーン信号の出せるG3規格FAXでご利用ください）FAX.千葉043-299-3642 大阪06-6949-3270

─富士通パソコンFMV「サポート＆サービスのご案内」─

■タイピング練習ソフト

特打1 in

キーボードの打
ち方を練習で
きるソフトです。
スキルに合わ
せてレベルを
選択できるの
で、自分のペースでキーボード入力を習
得できます。

■使いたいソフトを簡単に起動

＠メニュー

ジャンルごとに
一覧表示する
ため、目的にあ
わせてソフトを
起動できます。
また、ソフトの
練習ができるので、はじめてパソコンを
使う場合でも安心です。

MFシリーズNEシリーズ NBシリーズ

※このほか、用語集、マニュアル総合索引などがついています。

※LOOXシリーズは「取扱説明書」のみとなります。

※LOOXシリーズは上記内容と一部異なります。

音声ガイダンスに従って操作してください。� ※富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口�

パソコンの購入相談、カタログのご請求�

ユーザー登録番号をお持ちの方�

ユーザー登録番号をお持ちでない方�

購入後1ヶ月以内のパソコンの故障�

購入後1ヶ月を過ぎた故障・修理�

Word、Excelの質問�

お問合せ時間／9：00～17：00�
（休業日はお問合せ内容によって異なります。※1：毎月末日※2：当社指定休日）�
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。�0120-950-222

ふ�じ�つー�キュー�ゴー�マル�

パソコンの故障や�
修理の質問�

パソコンの使い方や�
ユーザー登録の質問�

※基本的な操作支援（ネットワーク機能、マクロ関係は除きます）� Azbyテクニカルセンター※1

富士通パーソナルエコーセンター※2

富士通パソコン診断センター※2

ユーザー登録の手続き※1

Azbyテクニカルセンター※1

購入前相談窓口※1

料金：1件あたり3,000円�
（AzbyClubカードでのお支払い：1件＝2,500円）�
お問合せ1件目から有料となります。�

一部有料となります。�
お問合せ10件目まで無料。�
11件目より有料となります。�
料金：1件あたり2,000円�
（AzbyClubカードでのお支払い：1件＝1,500円）�

サポート充実で初心者の方でも安心
■入門ビデオ
初めての方に、パソコンの準備作業や使い方について、わかりやすく説明
しています。

NEシリーズ NBシリーズ

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。富士通株式会社
◎FMVの最新機器を展示しております。
富士通プラザ
●東京秋葉原 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10（秋葉原HFビル1F）
●名古屋大須 〒460-0011 名古屋市中区大須3-14-43（第2アメ横ビル1F）
●大阪なんば 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-7-23（広和ビル1F）

◎富士通マイゼミナールに関するお問合せ
札幌（011）221-0314 東京（03）3255-4711 名古屋（052）239-1181
大阪（06）6949-4137 福岡（092）441-2900

◎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

◎インターネット富士通パソコン情報ページ「FMWORLD.NET」
(http://www.fmworld.net/）
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 Player™による3D画像で、公開予定です。

◎最新の製品情報、関連カタログの入手は下記のファックスまで
【いずれも24時間運用：取り出し専用】
富士通パソコンFAXサービス　千葉（043）299-3642 大阪（06）6949-3270

◎富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口
フリーダイヤル0120-950-222
お問い合わせ時間：9:00～17:00（休業日はお問合せ内容によって異なります。）

注意：電話番号、ＦＡＸ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。

古紙配合率100％再生紙を使用しています�

・・ ・・ ・・ ・・


