
電子番組表で簡単予約

外出中でもiモードで簡単予約
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※1 Kシリーズ、C6/86WL、C6/86WLT、C6/93WLのみ。 ※2 K6/86WLT、C6/86WLT、M6/1007Tのみ。
※3 C6/86L、MEシリーズ、AVシリーズを除く。 ※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。
※ テレビをご覧いただくためには、外部アンテナをケーブル（別売）でつなぐ必要があります。
※ テレビ番組表示ソフト「mAgicTV」は、Windows®Me上で動作します。Windows®Meが立ち上がっていない状態でテレビをご覧いただくこと
はできません。

※ タイムシフト機能や録画機能はソフトウェアで処理を行っています。使用状況やシーンによっては映像がスムーズに再生されない場合があります。

TV&DVD

mAgicガイド mAgicマネージャ

リモコンで気軽にタイムシフト

見たいシーンを自分のペースで表示させるタイムシフト機能

テレビの録画をしたいとき、外出中でもiモードを使えば、録画予約が可能です。

① iモードで@niftyの自分のホームぺージ※1にアクセス。

録画予約のページで予約したい番組の情報を入力。

②あらかじめ設定した時刻になると、パソコンが自動的にホームページをチェック。

録画予約の情報があると、録画ソフト「mAgicTV」に録画の指示を出します。

③予約の完了をiモードなどにEメールで通知します。
※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。
※ 「＠コントローラ」や予約録画機能は、スタンバイで待機します。電源オフ状態での待機はできません。

データ放送を受信して、無料※1で電子番組表を入手※2。番組のタイトルをク

リックすれば、録画予約※3ができます。また、あとで検索しやすいように、自動

的に番組のタイトルがリスト表示されます。さらに、データ放送を受信する

時などに、パソコンの時刻を自動的に補正※4します。
※1テレビ局から放送される情報は無料です。
※2テレビ朝日系列の放送を受信する必要があります。一部、情報が提供されない場合があります。
また、ケーブルテレビ経由での接続時には、ご利用になれない場合があります。

※3 連続して番組を予約する時には、番組の間を3分以上あける必要があります。
※4 1分ごとに時刻を補正します。約25日以内の誤差まで修正できます。

急な用事が入ったとき、一時停止して、あとでそこから再生する

ことができます。また、テレビ番組の途中で、クイズの応募や

チケット予約の案内、料理のレシピなどが表示されたとき、一時

停止ボタンを押すと画面が止まり、ゆっくりと書き写せます。さら

に、同期ボタンで瞬時に、実際の番組に追いつくことも可能です。
※一時停止は自動保存期間内（5～120分）で有効です。

急な用事が入った時には

スポーツ番組などで決定的なシーンを見逃したときやも

う一度見たいときには、早戻しボタンやスライダーで見た

いシーンまですぐに戻すことができます。自動的にハード

ディスクに録画をしているので、何度でも再生可能です。
※タイムシフト開始以前の時刻には戻せません。
※現在時刻より、自動保存時間内（5～120分）で早戻し、早送りが可能です。

決定的なシーンを見逃した時には

タイムシフト中に録画を開始すれば、録画の途中でも番組の最

初から再生でき、録画もそのまま進行します。録画が終わるまで

待って再生する必要がなく、気になる番組を早くチェックできます。

録画中に番組の最初から見たい時には

実際

パソコン
画面

番組の最初
から再生

急な用事が入った
時には一時停止

再生開始 同期ボタンで実際の番組に
追いつくことができます

同期ボタンで実際の番組に
追いつくことができます

見たいシーンへ戻る

タイムシフト中
に録画開始

早送りで実際の番組に
追いつくことができます

最長約60時間※1の録画が可能
高画質なMPEG2※2相当の録画形式をサポー
ト。ハードディスク1GBに高画質モードなら約30
分、標準画質モードなら約50分、長時間モード
なら約65分録画できます。
※1「mAgicTV」で出荷時の空き容量に長時間モードで録画
する場合。HDDを他の用途で使用された場合や標準/高
画質モードで録画した場合、録画時間は短くなります。ま
た、連続で録画できる時間は最長3時間です。

※2 録画したデータは、MPEG2方式に基づく独自のデータ
形式です。編集はできません。

リモコンにチャンネル選局ボタンや音量調節ボタンを装備。普

通のテレビのように離れたところから簡単に操作できます。ま

た、タイムシフトに対応した一時停止ボタンなどもあるので、

パソコンならではの楽しみ方が手軽にできます。

mAgicTV リモコンマネージャー mAgicTV@コントローラ @FTP K6/86WLT C6/86WLT M6/1007T K6/86WLT C6/86WLT M6/1007T

K6/86WLT C6/86WLT M6/1007T

K6/86WLT C6/86WLT M6/1007T

mAgicTV

17型ワイド液晶※1とリモコン※2で、
テレビ※2やDVD※3が楽しく快適。
17型ワイド液晶※1とリモコン※2で、
テレビ※2やDVD※3が楽しく快適。

※搭載メモリは�
機種により異なります。�

タイムシフトが�
できる！�
�

大容量   　　   MB�
メモリ搭載�

※画面はハメコミ合成です。



DVDで映画が楽しめる

12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。）

K6/86WLT C6/86WLT K6/86WLT C6/86WLTM6/1007TADAMSステーション bitcast browser

WinDVDTM2000

DVD FLASH
2001 Vol.1

テレビ番組の情報を入手

「ADAMSステーション」※1や「bitcast

browser」※2を使って、テレビでは放送さ

れない番組の情報や、ニュース・天気な

どの情報を手軽に入手※3できます。
※1 ADAMSはテレビ朝日系列全国24局がサービスしている
データ多重放送です。

※2 2001年1月現在、bitcastは、東京放送（TBS）、フジテレビ
ジョン（フジテレビ）、毎日放送（MBS)、新潟放送（BSN）、北
海道放送（HBC）の各放送局が実施しています。

※3テレビ局から放送される情報は無料です。

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

らではの迫力あるサウンドでご覧ください。FMVならDVDのクオリ

ティの高い映像とサウンドをすぐに体験していただけるように､もれ

なく､｢マトリックス｣｢パーフェクト・ストーム｣などのDVDソフトの予

告編を満載したオリジナルDVDプロモーションディスク「DVD

FLASH 2001 Vol.1」※1を添付しております。付属のDVDプレーヤーソ

フト「WinDVD™2000」により、字幕や音声が選べる※2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。
※1 C5/1007の場合は、「DVD FLASH  Vol.2」となります。

※2 DVDソフトが対応している必要があります。

17型ワイド液晶でワイド画面表示

17型ワイド液晶モデルなら、テレビ番組もワ

イド画面で表示するため、大画面で鑑賞でき

ます。また、スポーツ番組などを迫力のある大

画面で楽しめます。

C6/86Lを除く

「ドルビーヘッドフォン」対応

※116：9のワイド画面に対応した｢シネマスコープ｣や
｢ビスタサイズ｣などのコンテンツを表示した場合。

15型液晶の場合 17型ワイド液晶の場合
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1/26発売「トムとジェリー　
アカデミー・コレクション」
（DL-65465）より

制作：ワーナー・ホーム・ビデオ

リモコン※1やキーボード※2でらくらく操作

DVDソフトの再生/ 停止や音量調節などをリモコンやキー

ボードのワンタッチボタンを使って簡単に操作できます。

ドルビー※1デジタル音声でDVDならではの臨場感あふれる音響が楽しめる

「ドルビーデジタル5.1チャンネル」対応

パソコンにドルビーデジタル5.1

チャンネル対応のアンプとスピー

カーを接続すれば、映画館のよ

うに迫力ある音響を楽しめます。
※5.1チャンネルのドルビーデジタル再生を行うに
は､対応のアンプとスピーカーが必要です。なお、
C5/1007は対応しておりません。また、Kシリーズ
でこの機能を利用する場合は、添付されている
ドライバをインストールする必要があります。

「バーチャルドルビーデジタル」対応

標準装備のスピーカー※1で、後方

からも音が聞こえてくるような感覚

を楽しめます。スピーカーをこれ以

上設置できない場合でも､立体

感あるサウンドを体験できます。
※1スピーカーにより、効果の度合が異なります。
※ C5/1007は対応しておりません。

17型ワイド液晶なら表示面積が1.6倍※1

17型ワイド液晶ならDVDで映画をご覧になる場合

に､15型液晶と比べて表示面積が1.6倍。そのた

め､映画などを迫力の大画面で鑑賞できます。

発売元：ワーナー・ホーム・ビデオ
「ER緊急救命室Ⅳ」コレクターズセット SD-16、
「マトリックスROM対応特別版」DL-WB17737、
「さくや妖怪伝」DL-18765
※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。
デスクパワーでは、これらの作品のプロモーション編を添付しています。

これら3作品などの予告編を、
左記「DVD FLASH 2001 Vol.1」に収録！

※1 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号は
ドルビーラボラトリーズの商標です。

C6/86Lを除く

C6/86WL、C6/86WLT、C6/93WLのみ

※写真は17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイです。

CD/DVD操作ボタン� 音量調節ボタン�

※1 K6/86WLT、C6/86WLT、M6/1007Tのみ。
※2 機種によって､キーボードのデザインが異なります。

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社製
｢ダイナミックヘッドフォン｣（ATH-P3)です。

mAgicTV

※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER C6/86WLTです。

Kシリーズ Cシリーズ Mシリーズ

Kシリーズ Cシリーズ

Kシリーズ Cシリーズ



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。加工

した画像はボタン一つでEメールに添

付して送信することができるので、作

品づくりの楽しさが一層広がります。
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オプションのカラーペンスキャナを

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。

「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。

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。

スマートメディアなどをフロッピーディスクアダプターにセットし

てフロッピーディスクドライブに差し込んだり※1、ケーブル（USB、

RS-232Cなど）で直接接続しても手軽に取り込めます。
※1 AV6/705はフロッピィディスクドライブがないため、対応しておりません。
※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、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「FM WORLD.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下さい。

※写真のデジタルカメラは、富士写真フイルムのFinePix40i（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
03-3406-2981（9:30～17:00 土・日・祝日を除く）

※Kシリーズ、ME5/555E、AVシリーズを除く
機種にはCD-Rディスクを1枚添付しております。

スキャナで取り込んで編集

カラーペンスキャナ
RS-C30E（オプション）
標準価格：29,800円

（税別）
・専用PCカード接続
・読み取り幅105mm
・約90g（スキャナ部）

※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER K6/86WLTです。

画像の取り込みが簡単、スマート！ 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。

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。

画像の加工が思いのまま

動画を取り込んでオープニングやエン

ディングを挿入したり、タイトルや枠と

いった効果を設定できます。

名刺からカレンダーまで、オリジナル作品を手軽に作成

デジタルカメラ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。さらに、

作った画像をそのままＥメールで送信できます。

取り込んだ写真を加工して、Ｅメールで送信 写真や作品をCD-RWで持ち運ぶ、友達と見る

（色補正）

（セピア）

▼

（鮮明）

▼
▼

動画の加工もらくらく

多彩なソフトでデジタル写真の楽しさ広がる

ME5/555Eを除く

ME5/555E、ME6/755を除く

ME5/555E、ME6/755を除く

デジタルカメラで撮った
写真を手軽に楽しく加工。
※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。

DIGITAL PHOTO

全シリーズ

全シリーズ

全シリーズ

＠映像館 ＠映像館

＠映像館

はーときゃんばす

筆ぐるめVer.8.0

Easy CD Creator TM Cシリーズ MEシリーズ Mシリーズ AVシリーズ
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※画面はハメコミ合成です。


