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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。�
音や映像がつながる。加工・編集が広がる。新デスクパワーシリーズ登場。�
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ブロードバンド・インターネットでひとつ先へ。�
デジタルネットワークで広がる世界へ。�
自分らしい楽しみ方ができる。新デスクパワー誕生。�

写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER C7/100WLT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FinePix6800Z（別売）、デジタルビデオカメラは、パナソニックのNV-MX2000（別売）、携帯電話は、NTTドコモのF503i（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。�

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。�

R R

ひとつ先行くデスクパワーだからできることがある�

１７型ワイド液晶ディスプレイなら、DVD映画を１５型液晶と比べて約1.6
倍※3の臨場感あふれるワイド画面で鑑賞できます。また、テレビ番組※4も
大画面で楽しめます。�

17型ワイド液晶ディスプレイ※2
�

ワイド画面でテレビや映画が楽しめる！�
ブロードバンドポート（ＬＡＮ）標準装備※1�

インターネットでテレビ、映画、音楽が楽しめる！�

ブロードバンドポート（ＬＡＮ）標準装備。従来のインターネットより回線が
高速なので、テレビや映画、音楽などが快適に楽しめます。�

ボタンひとつで、マニュアルソフト「マニュアル＆サポート」を起動。パソコン
操作や環境設定についてわからないことがあっても、すぐに解決方法が
見つけられます。�

サポートボタンで、マニュアルソフト起動�
わからないことがあっても、ワンタッチですぐに解決！�

※1 AVシリーズを除く。 ※2 C7/100WL、C7/100WLT、K7/100WLTのみ。 ※3 １６:９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。※4 C7/100WLT、K7/100WLTのみ。※5 バック
ライトはブルー／パープル／オレンジの３色から選べます。なお、初期設定はブルーです。�

新着メールの件数や件名を表示します。特定の人からのメールを指定した
バックライト※5でお知らせするので、メールを受け取るのが楽しくなります。また、
天気予報や最新ニュースなどを表示するので、パソコンの使い方が広がります。�

「i-Panel」搭載※2�
 新着メールを光とメロディでお知らせ！�

アイ� パネル�

＊�
1

※画面はハメコミ合成です。



3 ※画面はハメコミ合成です。

BROADBAND INTERNET
※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。
※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER C7/100WLTです。

※上記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

USBまたは�
RS-232C※4

ブロードバンド・�
インターネット�

ADSL�
（下り最大1.5Mbps�
上り最大512kbps）�

CATV※2�
（最大10数Mbps）�

ISDN回線�
（フレッツ・ISDN含む）�
（最大128／64kbps）�

PHS�
（最大64／32kbps）�

PHS接続用�
USBケーブル�
（オプション）�

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

電話回線�
（最大56kbps）�

携帯電話※1�
（最大14.4kbps／9.6kbps）�

ケーブル�
インターネット�

ケーブルモデム�

USB

ISDN�
ターミナルアダプタ�
（オプション）�

ワイヤレスLANカード�
（オプション）�

USB

インターネット（＠nifty）�

FMV-DESKPOWER

携帯電話� PHS

Bluetooth™ PCカード�
（オプション）�

ADSLモデム�

スプリッタ�ワイヤレス�
ステーション�
（オプション）�

ワイヤレス�
LANステーション�
（オプション）�

ワイヤレス�
LANステーション※3�

（オプション）�

モデム� ブロードバンドポート（LAN）※5�
またはUSB

ブロードバンドポート（LAN）※5 ワイヤレスLANカード�
（オプション）�

�

※1 接続される電話機により、通信速度は異なります。 ※2 提供会社により最大速度は異なります。 ※3 現在、CATVやPPP over Ethernetを使わないADSLのみ対応しております。フレッツADSLなどのPPP over Ethernetは今後対応する予定です。
※1 PPP over Ethernetのサポートについては、ご使用のプロバイダーにご確認ください。 ※4 Mシリーズのみ。 ※5 AVシリーズを除く。

ブロードバンド・インターネットなら、速くて快適。
デスクパワーなら、ひとつ先の使い方を、手軽にやさしく楽しめる。

“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。

4
富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

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※１。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。
※1 AVシリーズを除く。
※ LANケーブルは添付しておりません。

セキュリティソフト搭載で常時接続※1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
※1 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�

Norton™Personal Firewall

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
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※1

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。

※1 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。

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）

※「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。

【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

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)

相手の顔を見ながら
電話ができる

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＆ソフトウェア

Panasonic DV@Talk

AzbyClub

楽しい!

速い!

簡単・安心


