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インターネットがつながる、広がる。
AV連携で創れる、楽しめる。
スタイリッシュな新世紀デスクパワーシリーズ誕生。

INTERNET …………………………………P.3-8
ワンタッチボタンでメールソフトやブラウザソフトを一発起動。Eメールやインター
ネットが簡単に楽しめます。また、＠niftyの5時間無料体験やFMVユーザー専用
のホームページ「AzbyClub（アズビィクラブ）」などサービスも充実しています。
さらに、iモードとのデータ連携で外出先からスケジュールをチェックしたり、着信メ
ロディのダウンロード、電話帳データの編集など、iモードや携帯電話をもっと便利
に活用できる機能を満載しています。

DIGITAL MUSIC …………………………………P.9-10
インターネットや音楽ＣＤから聴きたい曲を取り込んで、パソコンをジュークボッ
クスとして使えます。さらに、音楽ＣＤから取り込んだ音楽データをＣＤやＭＤに録
音して、あなただけのアルバムを作成できます。

TV&DVD …………………………………………P.11-12
迫力のワイド液晶画面で、テレビ番組やＤＶＤを楽しめます。また、オンエア中の
番組を見たいシーンで止めたり、クライマックスまで戻したり、テレビ番組をリモ
コンで手軽に見ることができます。

DIGITAL PHOTO ……………………………P.13
デジタルカメラで撮った写真の整理や加工に便利な「＠映像館」や、オリジナ
ルポストカード・カレンダーの作成を楽しめる「筆ぐるめ」など、デジタル写真
を楽しめる各種ソフトを満載しています。

DIGITAL MOVIE …………………………………………P.14
デジタルビデオから取り込んだ映像を、「MotionDV STUDIOTM」で編集。カット
や並べ替え、タイトル画面の作成など、演出も自由自在です。

SOFTWARE …………………………………………………P.15-16
ワープロ＆表計算、実用からゲームまで「使える」「役立つ」最新ソフトが充実し
ています。
※機種によって、搭載ソフトや機能が異なります。詳細は中面でご確認ください。

写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER K6/86WLT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ください。
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デスクパワーでつながる、広がる。

思いのままにAV連携
あなたの部屋の「AVステーション」AV

S E R I E S

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。

※画面はハメコミ合成です。



ワンタッチで「Microsoft® Internet Explorer」を自動

的に起動してインターネット接続。ホームページ

にすぐアクセスできます。

※機種によってキーボードのデザインは異なります。

ホームページに簡単アクセス

ワンタッチで自動的にダイヤルアップ接続※1し、

「＠メール」を起動※2。新着メールがあれば受信して、

メール着信ランプ※3と着信メロディでお知らせします。

Eメールを受信・お知らせ

ワンタッチで「＠nifty無料体験」を起動。画面の指

示に従って２クリックするだけの簡単操作で接続を完

了し、すぐに５時間無料でインターネットを楽しめます。

インターネット５時間無料体験

※自動で行うためには、あらかじめパスワードの
保存などの設定を行う必要があります。

※1 自動で行うためには、あらか
じめパスワードの保存などの
設定を行う必要があります。

※2 設定変更により「Microsoft®

Outlook® Express」でも同様
にお使いいただけます。

※3  ME5/555E、
2000 Professionalモデ
ルを除く。

※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
話料金及び各種有料サー
ビスのご利用料金はお客
様のご負担となります。

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。

メニューソフトで簡単スタート

ソフトの説明や使い方を表示。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。また、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、あらゆる場面で役立ちます。

買ったその日から５時間無料でインターネット。メールやブラウザソフトの起動も指１本

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、写真などのオ

リジナル作品を手軽に送信したり、受け取ったE

メールの内容を音声で読み上げる機能も搭載。

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。

やりたいことからソフトを起動

らくらく操作のメールソフト

新着メールをメール着信ランプでお知らせ
E-mailボタンをワンタッチ。新着

メールがあれば、このランプが点

滅するので一目でわかります。

快適操作のスクロールマウス
スクロールボタンで画面を簡単にスクロール。Eメー

ルの読み書きやホームページの閲覧が快適です。

※ME5/555Eを除く。また、Windows® 2000
Professionalモデルでは、メール着信ラン
プはご利用になれません。

①｢インターネット」や「Eメール」など、「やってみたい」項目
をクリック。
②選択した項目に関係のあるソフトが一覧表示されます。
ソフトだけでなく、説明や使い方も表示します。

① ②

インターネットもEメールも
ワンタッチボタンと＠niftyで簡単、楽しい。
※機種によって、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。
※機種によって、キーボードやマウスのデザインが異なります。
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Windows®

※搭載メモリは�
機種により異なります。�

複数ソフトが�
ラクラク動く！�
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※画面はハメコミ合成です。



4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。）

【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。

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

※写真のパソコンはFMV-DESKPOWER K6/86WLTです。

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

3ヵ月基本料金＋
超過接続料金無料！

○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。

アットニフティ

インターネットは

豊富なメニュー、楽しいコンテンツ

それが@n i f t y


