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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
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INTERNET
朝イチ、お出かけ前のお手軽メールチェック。
※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。

ワンタッチボタンではじめよう！

「i-Panel」でメールチェックも完璧！

「i-Point」でメールチェック！

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。

らくらく操作のメールソフト

メールボタン

@メール

メールボタンをワン
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。
※C7/100WL、C7/100WLT、
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。また、
Kシリーズには、メール着信
ランプはありません。

新着メールをメール着
信ランプでお知らせワンタッチで自動的にインターネッ

トに接続※1し、「＠メール」を起動※2。
新着メールがあれば受信して、
「i-Panel※3」やメール着信ランプ※4、
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

※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 C7/100WL、C7/100WLT、K7/100WLTのみ。
※4 C7/100WL、C7/100WLT、K7/100WLT、
Windows®2000 Professionalモデルを除く。

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。

ホームページに簡単アクセス

※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。

インターネットボタン

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

※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。

無料体験ボタン

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。使いたいソフトを選択すれば、すぐに起動できるので便利です。また、ソフトの説
明や使い方を表示し、やりたいことからソフトを起動することが可能。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。さらに、ソフトの起動以外にも、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。
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。

メニューソフトで簡単スタート

ワンタッチで「マニュアル＆サポート｣を起動。パソコンの操作や環境設定
など、困ったとき役立つオンラインマニュアルなので大変便利です。また、
項目ごとに調べられるので、手軽に活用できます。

困ったときは「マニュアル＆サポート」で解決

① ②

サポートボタン

メニューボタン

「i-Point」を使えば、手元の表示画面でEメール※1や
AzbyClubがお届けするメールマガジン『AzbyClub
デイリーニュース※2』を読むことができます。パソコン
の操作なしで、メールが読めるので便利です。出勤や登
校など外出前にダウンロードしておけば、外出先で好
きな時間にまとめて読めます。
※1「＠メール」のみ対応しています。
※2 お客様の機種に関する最新情報や、天気予報や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。

ワイヤレス携帯ビューワー「i-Point」（オプション） ※別途、Bluetooth™PCカード（FMV-JW281）が必要になります。

Eメール／最新ニュースを外出先に持ち出してチェック

・キーボードやマウスを使わずに音楽CD／DVDを操作。
・3つのワンタッチボタンでアプリケーションを
簡単起動※1。
・ワイヤレスマウスとしてパソコンを操作。
・「FM手帳」と連携して、住所録データを表示。
・日時を表示。
・スクリーンセーバーを起動。
※1 出荷時は「Microsoft® Internet Explorer」、
※1「＠メール」、「＠メニュー」に設定されています。

その他多彩な機能

最先端のワイヤレス通信技術
BluetoothTMを採用
「i-Point」では、世界中の企業2000社以上が賛同する先進の無線通信規格
BluetoothTMを採用。簡易な接続と小型軽量の通信モジュールにより、今後パソコン
をはじめ、様 な々機器で搭載が見込まれる最先端の技術をいちはやく取り入れました。

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。
※アプリケーションにより対応していない場合があり
ます。

特定の人からのメールは指定したバックライトとメロ
ディで通知します。大切な人からメールをもらう喜び
が今まで以上に大きくなります。さらに、件名も表示
するので、気になるメールをすぐに読めます。
※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。

●通常のメール受信時

大切な人からのメール着信を素早くキャッチ！

※左記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。 パネルアイ

パネルアイ

アイ ポイント

アイ ポイント

i-Point※1
FMWV-102（オプション）
標準価格
29,800円（税別）
※1 Windows®Meのみサポートしています。

Bluetooth™PCカード
FMV-JW281（オプション）
標準価格
20,000円（税別）

新着メールを「i-Panel」がお知らせ

17型ワイド液晶に多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載。ワ
ンタッチボタンの操作で新着メールの到着とメール件数を確
認、「i-Panel」が光でお知らせします。また、メールの件名を音
声で読み上げるほか、特定の相手にはバックライトの色変更
も可能。メールを受け取るのがさらに楽しくなります。さらに、件
名も表示するので、気になるメールをすぐにチェックできます。
※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。

C7/100WL C7/100WLT

●特定の人からのメール受信時

●差出人の名前を表示

「i-Panel」は、インターネットの利用時間や料金も表示可
能。目安とする時間や料金を設定すれば、オーバーした
時、光とメッセージで警告。インターネットの使い過ぎ防
止に役立ちます。
※「@料金表示」であらかじめお客様のご利用環境の設定が必要です。
※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がひと目でわかる
●プロバイダーの利用時間を表示

●スクロールして残りを表示

『AzbyClubデイリーニュース※1』に登録すれば、お出か
け前に天気予報や最新のニュースを確認できます。
※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。

お出かけ前に天気予報、ニュースをチェック！
●天気予報を表示

●スクロールして残りを表示

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

K7/100WLT

受け取ったメールを音声で読み上げる機能を使えば､
ゆっくり画面を見ていることができないときでも､メール
の内容を知ることができるので便利です。

着信メールを音声で読み上げ！

●件名を表示

※画面はハメコミ合成です。



コミュニケーション 声で楽しむ
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INTERNET
創る、見る、つながる！インターネットはデスクパワーでもっと楽しくなる。
※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。

つくる

より見やすく FMVユーザーズクラブAzbyClub（アズビィクラブ）

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。視覚の負
担を減らして、ホームページを快適に楽しむ
ことができます。

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。また、英文と和訳した文章を
同時に表示でき、英語の勉強もできます。

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。ひらがな変
換する漢字は学年別に指定できるので、学力
に合わせて、インターネットを楽しめます。

拡大表示や音声でホームページ閲覧をサポート

英文ホームページを高精度にスピード翻訳
翻訳サーフィン（ホームページ翻訳）Ｖ7.0

眼の助（がんのすけ）

ひらがなナビィ

知りたい情報を賢く検索

知りたい情報のキーワードから、複数の検索
サイトを利用してホームページを探すので、
欲しい情報が効率的に見つかります。

長いURLを入力するかわりに、簡単な数字（インターネット番号）を入力
するだけで、すぐアクセスできます。

番号入力だけでホームページへ

コペルニックライト

Hatch inside

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。
複雑な設定をやりなおす必要がないので便利です。

インターネット環境の移行が簡単

インターネット移行アシスタント

※1 AVシリーズでは、別途マイク
をご用意ください。

※2 デジタルビデオカメラは
IEEE1394（DV）端子を装備し
ている必要があります。

※3 ご使用の回線状況によっ
て、送受信できる画像のコ
マ数が変動します。

※ 相手側にもソフトが必要です。

相手の顔を見ながら通話もできるインターネット電話
Panasonic DV@Talk ※Windows®2000 Professionalモデルを除く

〈自分の顔〉 〈相手の顔〉

パソコン同士でインターネット電話
インターネットにつながっているパソコン同士で、音声での通話※1ができます。
また、文字でのチャットも同時にできるので便利です。

デジタルビデオカメラとつないでテレビ電話
お持ちのデジタルビデオカメラをパソコンと接続※2すると、テレビ電話
としてご利用になれます※3。相手の顔を見ながら会話を楽しむことがで
きるので、電話の楽しさがさらに広がります。

デジタルカメラの写真も送受信
デジタルカメラで撮った画像を自分の顔として、相手に送信することがで
きます。ビジュアルと音声の両方で楽しくコミュニケーションができます。

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。

会員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

17型ワイド液晶の画面に対応したワイドスタイルでは、一度に2つの画面を
表示。欲しい商品を見比べながら効率的にホームページを見られます。ボタン
や文字が大きく、操作が簡単で快適なベーシックスタイルも用意しています。

〈ベーシックスタイル〉〈17型ワイド画面対応のワイドスタイル〉

お気に入りのページを同時にチェック

ワンクリックで高速表示に設定変更

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。

@ブラウザ（WEB便利ツール）

@スイッチ（WEB便利ツール）

しゃべった言葉をそのまま入力

音声入力に最適なヘッド
ウォーンマイクを標準添付。

しゃべった言葉を、そのまま文字に変換して表示。
声で文章入力できます。また、間違った入力や変
換も、キーボードを使わずに修正可能。「＠メール」
なら、声だけでのメール送信もできます。

DragonSpeechTM Partner

KシリーズCシリーズ Mシリーズ

※AVシリーズを除く。

※左記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

接続料金・時間がすぐわかる

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。今月はいくら使っているか、一目でわかるので安
心です。また、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。

@料金表示

ホームページの漢字をひらがなに変換

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®

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

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

入会費
年会費
無料

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。

より使いやすく

ホームページ作成が簡単、楽しい

ステップにそって背景の選択やタイ
トルの入力などが簡単にできます。
あらかじめ用意された素材を使って、
グラフィカルにデザインできるので、
ホームページ作成が楽しくなります。
※@nifty会員専用のソフトです。

Start! @homepage

※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。また、画面は開発中のものです。

●サポート情報から役立つ生活情報まで情報満載

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



録音する
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大好きな曲を集めて、マイベストアルバム完成。

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。自分だけの
ベストアルバムとして楽
しめます。曲名なども手
軽に入力でき、データ管
理も簡単です。

操作する

取り込む

聴く
タイムドメインスピーカー™

音楽情報を正確に再生するために、卵型の
構造を採用。これにより、ユニットの性能を最
大限に引き出し、同時にユニット以外の振動
を極限まで排除し
ています。そのため、
臨場感あふれるサ
ウンドを楽しめます。

リモコン※1やワンタッチボタンで
CD操作も簡単
リモコンやキーボードのワンタッチ
ボタンに音楽CD操作ボタンと音量
調節ボタンを装備。音楽CDをワン
タッチで手軽に楽しめます。
※1リモコンは、C7/1007T、C7/100WLT、M7/1207T、
K7/100WLT、AV7/765Tに添付されています。

CD/DVD操作ボタン� 音量調節ボタン�

Mシリーズ

フォスター電機社製スピーカー

小口径のスピーカーと下部の「エアーコ
ンプレッションポート」の組み合わせによ
り、充実の広音域再生を提供します。

AVシリーズ

チタン製ドームスピーカー

チタン振動板を使用した松下電器産業社
製「トランソニックスピーカー」の採用によ
り、伸びやかでキレ
のある高音再生と、
サイズを超えた迫
力のある重低音再
生を両立しました。
音楽鑑賞をさらに
楽しくします。

MDに録音する

パソコンに取り込ん
だ曲を「Drag'n Drop
CD」で、簡単にCD-
RW（CD-R）にデジ
タル録音できます。

※ MDレコーダー、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/index_sinfo.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。
（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。

インターネットの音楽を楽しむ

光デジタルオーディオ出力端子※1にMDレコー
ダー※2をつないで、「MP3 Jet-Audio」で編集
したアルバムを録音。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。
※1 Mシリーズはコネクタの形状が角
形、残りのシリーズは丸形（光ミニ
ジャック）となります。

※2 MDレコーダーなどは、48kHz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。

編集する

DIGITAL MUSIC
※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 CE7/85L、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フリーダイヤル 0120-878-365（9：00～20：00）

※上記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

@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。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。

Digital Music Store @nifty Audio Manager

インターネットからとりこむ

「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。

編集する

C7/100WL C7/100WLT

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

MP3 Jet-Audio

MP3 Jet-Audio

MP3で保存

「MP3 Jet-Audio」なら
形式で保存できます。Wave
形式では約5分の曲を約
50MBで保存するのが、MP3
形式ではWave形式の約10
分の1の5MBで保存できる
のでハードディスクを効率的
に使用できます。

MP3

音楽CDから好きな曲
を取り込んで（Wave
形式、MP3形式、RA
形式）、編集スタート。
「MP3 Jet-Audio」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。

音楽CDからとりこむ

オリジナルCDをつくる
Drag'n Drop CD

トランソニック
スピーカー

④情報閲覧

①情報登録　
指示

③登録通知

②情報掲載

9 ※画面はハメコミ合成です。

MOBILE PHONE

つながる

編集する

着信メロディの作成／編集

「AzbyClub」の着信メロディのダウンロードサー
ビスにも対応予定。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。

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

外出中でもスケジュール帳を、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※1に登録するよう
に指示をします。デスクパワー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。
※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」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。

＠コントローラ FM手帳 ＠FTP

送る

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。また、メール友達探しにも最
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。

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
セージでお知らせします。

めるぼ

＠メール

外出先でも、自宅でも。デスクパワーなら携帯電話とつながる。
※上記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

つくる
iモードの待ち受け画面を作成

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。

＠映像館 キャラクタリンク ＠FTP

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※1

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。
※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。

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。

＠映像館 ＠FTP

サクサクiちゃん サクサクかきあげ君

パソコンで携帯電話に文字入力

※写真の携帯電話は、NTTドコモのF503i（別売）です。
※動作確認済の携帯電話／PHSの機種については、P.24の「携帯電話／PHS動作確認機種一覧」でご確認ください。

※無償サポート期間は、初回お問
い合わせ時から、6ヶ月間です。



テレビモデルは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 です。

録画予約する

ドルビー※1デジタル音声で聴く

保存する

見る

11 12※画面はハメコミ合成です。

iモードから

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。

①i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。

※ 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。

mAgicTV@コントローラ @FTP

インターネットから

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

急な用事が入った時には
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、料理のレシピやクイズの応
募、チケット予約の案内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。

一時停止

巻戻し

時間差再生

決定的なシーンを見逃した時には
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。

録画中に番組の最初から見たい時には
タイムシフト中、または、タイムシフトモードで
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。
※AVシリーズでは対応しておりません。

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

見たいシーンへ戻る

タイムシフト中
に録画開始

mAgicTV

DVDで映画が楽しめる
WinDVDTM2000

最新のDVDソフトをパソコンで楽しめ
ます。DVDなら、字幕や音声を選べる※1

など、映像の楽しみ方がビデオよりもさ
らに自由です。お好きな映画をDVDな
らではの鮮明な画像と迫力あるサウン
ドで体感してください。
※1 DVDソフトが対応している必要があります。

ディズニーDVD「ダイナソー」より
好評発売中

※AVシリーズを除く。

買ってすぐにDVDを体験できる
DVDプロモーションディスク

「ダイナソー」などのDVDビデオソフトの作品紹介や
「ラマになった王様」などの劇場公開予定映画の予告編
が満載です。DVDならではのクオ
リティの高い映像を17型ワイド液
晶ディスプレイの大画面で買って
すぐに体験できます。

※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。「DVDプロモーションディスク」にはこれらの作品の
プロモーション編を収録しております。

©Disney Enterprises, Inc.
©Touchstone Pictures.

これら3作品などの予告編を、
左記「DVDプロモーションディスク」に
収録！

「ドルビーヘッドフォン」対応

ドルビーデジタル音声で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※1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。
※1 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。

「バーチャルドルビーデジタル」対応
標準添付のスピーカー※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。

※1 ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

お手持ちのヘッドフォン※1

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。
※1 ヘッドフォンにより、効果の度合
が異なります。

17型ワイド液晶の場合

キーボードでらくらく操作
DVDソフトの再生／停止や音量調節などを
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。

17型ワイド液晶で迫力の大画面＆充実のサウンド

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約1.6倍※1。
そのため、映画などを迫力の大画面で鑑賞でき
ます。さらに、DVDを高音質で楽しめる新スピー
カーシステムを採用したことにより、迫力の重低
音と伸びやかな高音再生を実現しました。
※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。

CD/DVD操作ボタン� 音量調節ボタン�

リモコンで気軽にタイムシフト

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、タイムシフト操作できるので、パソコンな
らではの楽しみ方が手軽にできます。さらに、DVDソフト
の再生／停止や音量調節なども簡単に行えます。
※1 AVシリーズではＤＶＤの操作はできません。
※ 稼動範囲は、P.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。

リモコンマネージャー mAgicTV

17型ワイド画面＆迫力のサウンドが自慢、デスクパワーシアターの開演。
TELEVISION DVD
見たいときに、見たいシーンを。わがままにテレビを楽しむ。

※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。

※写真のパソコンは、FMV-DESKPOWER K7/100WLTです。

楽しむ

DVDを見る

15型液晶の場合

インターネット上の「iEPG対応番組表」から、
予約したい番組を探して｢iEPG録画｣ボタンを
クリック。録画日時や番組名などが自動的に
ダウンロードされ、
録画予約が完了し
ます。また、インター
ネットを利用した番
組表なので､番組
の詳細情報も手軽
に入手できます。

最長約80時間※１の録画が可能

1GBのハードディスクに、高画質
モードなら約25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。なお、最長録画時
間はC7/1007T、AV7/765Tは約40時間、
C7/100WLT、K7/100WLTは約60時間です。

※機種により、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。
写真のヘッドフォンは、オーディオテクニカ社製の「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、すべて左記商品となります）
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/

※左記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

※左記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

C7/1007T C7/100WLT M7/1207T K7/100WLT AV7/765T

C7/100WL C7/100WLT K7/100WLT

CEシリーズ Cシリーズ Kシリーズ

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

mAgicTV

WinDVD™2000

テレビモデル

テレビモデル

テレビモデル

テレビモデル

C7/100WL C7/100WLT K7/100WLT

「ダイナソー」
好評発売中

「60セカンズ特別版」
好評発売中

「ミッション・トゥ・
マーズ」
好評発売中

テレビモデル

テレビモデル

※1 

※AVシリーズを除く。

※画面は「ON TV JAPAN」です。

時刻補正機能※1

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します。

※1 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。

※ 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。



加工する

取り込む

きれいに残す

取り込む

つくる

13 ※画面はハメコミ合成です。

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。
※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「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/index_sinfo.html）に掲載しておりますの
で、事前にご確認ください。

スキャナで取り込んで編集
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。 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！

（色補正） （セピア）（鮮明）

▼

オリジナルポストカードの作成も簡単

「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。

名刺からカレンダーまで、
オリジナル作品を手軽に作成

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。楽しい
ものから実用的なものまで、好みに合わせ
た作品づくりにチャレンジしてください。

＠映像館

筆ぐるめVer.8.0

※全機種にCD-Rディスクを1枚添付
しております。

写真や作品をCD-RWで持ち運ぶ、友達と見る

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、パーティーなどに持っていき、友達の
パソコンでみんなと一緒に楽しめます。

Drag'n Drop CD

DIGITAL PHOTO
撮った写真を自在に加工。お気に入りのポストカードを作ろう！
※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 03-3406-2982（9:30～17:00 土・日・祝日を除く）

編集する

14

デジタルビデオからデスクパワーへの映像取り込みはケーブル一本
※1 IEEE1394（DV）端子を装備している必要があります。
※ 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/index_sinfo.html）に
掲載しておりますので、事前にご確認ください。

IEEE1394（DV）端子に、デジタルビ
デオカメラ※1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。

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。

①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

②残した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、残したいシーンだけを抜き出します。

③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。

デジタルビデオテープに出力 DVD-RAMに保存
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

編集した映像を、高画質で長時間の動画保存が可能
な大容量（片面最大4.7GB）のDVD-RAMに保存でき
ます。楽しかった旅行や、パーティーで撮影した映像
など思い出を大切に保存、管理できます。

自分らしく残す思い出。オリジナルムービーを思いのままに作成。
DIGITAL MOVIE
※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 M7/1207T、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/

Panasonic DVD-MovieAlbumSE M7/1207T

※上記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

※上記マークの説明は、P.25の
「マークの説明」にあります。

｢＠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
＠映像館

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

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
＠映像館

画像の取り込みが簡単、スマート！

▼▼

写真を加工して、Ｅメールで送信してみよう

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。「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。

はーときゃんばす



掲載情報が質、量ともさらに
充実。住所やURL別で検索
できるうえ、インターネットと
連携して検索地域の情報を
収集可能。正確な位置情報
で頼りになる地図ソフトです。

連携でさらに便利

今見ている地図をそのままメールに添付

検索した地図をJPEG画像としてメールに添付して送信。
待ち合わせの場所などを
簡単に知らせることがで
きます。
※@メール、Microsoft®Outlook®に対
応しています。

15 ※画面はハメコミ合成です。 16

SOFTWARE
「やってみたい」が「できる」になる。
楽しさ広がる多彩なソフト満載。
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富士通では★印のソフトのみサポートを行っております。 �
＊1：OSのみの再インストールはできません。�
＊2：Service Pack 1対応版となります。�
＊3：フリーソフトのためサポートは行っておりません。�
＊4：MPEG2エンコード機能は搭載しておりません。�
＊5：C7/100WL、C7/100WLT、K7/100WLTのみ。�
＊6：C7/1007T、C7/100WLT、M7/1207T、K7/100WLTのみ。�

ジャンル� ソフト名称�
機種名�Office XP Personalモデル�

（Windows® Me搭載）�
M7/1007�

（FMVM71074）�AVシリーズ�

■ソフトウェア一覧�
●：プレインストールされています。■：ハードディスクにあらかじめ導入されており、「＠メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。�
▲：添付のDVDまたはCD-ROMからインストールしてください。※一部アプリケーションについてはお使いになる際､添付CD-ROMが必要となる場合があります。�

※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。

乗車駅と到着駅の名前を入
力すれば、複数のルートを自
動で検索し、所要時間と運賃
を表示します。事前に検索し
ておけば、知らない場所へ行
く時も安心です。

路線、所要時間、運賃がわかる

欲しい情報を簡単検索

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。

カードゲームから本格3Dゲームまで

臨場感あふれる3Dゴルフ

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
ゲームの定番から、「ボウリング」
や「麻雀2」などの多彩なゲーム
を搭載。簡単操作で気軽に楽し
めます。

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。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。

コンピュータとの対局が楽しめる

リアルな釣りが楽しめる

実写を利用したリアルな画面は迫
力満点。画面いっぱいの、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。

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。

遊びながら学習

パソコン画面をおもしろく

ぼくもわたしも楽しくパソコンにチャレンジ！

「ハローキティのぬりえだいぼう
けん」などのおもしろいゲーム
がたくさん入っています。初めて
パソコンを使うお子様でもすぐ
に楽しめます。

©1976,2001 SANRIO 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。

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」とメールアドレスを連携で
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。

利用環境をさらに快適にする多彩なソフト

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」

声を変換して遊ぶ「音声メモ」

パソコンでFAXを送受信
「FAX機能」

INTACTA.CODE※1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」
※1 2次元バーコードの一種。パソコンで扱う様 な々ファイルをコード化したもの。

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」

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」

ソフトのインストールが簡単「FMかんたんインストール」
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。

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

データ追記に最適なCD-R/RW書き込みソフト
「Drag'n Drop CD」

電子ドキュメントを表示
「Adobe® Acrobat® Reader」

OASYS文書を表示・印刷
「OASYS Viewer」

もしもの時も安心

乗換案内 時刻表対応版

プロアトラス2001 for FUJITSU

広辞苑第五版

学研新世紀ビジュアル百科辞典

現代用語の基礎知識2001年版

家庭の医学

SANRIO TINY PARKお父さんのための釣り-バス釣り編-FMVGAMEPACK2001F

ゴルフダイジェストベストセレクション軽井沢72北コース

お父さんのための囲碁3FMV

柿木将棋ⅢLight

サンリオアクセサリー

てきぱき家計簿マム2Plus/2000

うれしレシピ

FM手帳

『乗換案内』と『プロアトラス』の連携でスムーズな移動

鉄道経路探索ソフト『乗換
案内』と地図を組み合わせ
て、現在地から目的地まで
の運賃・時間・距離などを
検索、スムーズに移動でき
ます。

人気の地図ソフトを搭載

最新のワープロ＆表計算ソフトが買ってすぐ使える！

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

Microsoft®Word Version 2002 Microsoft® Excel Version 2002 Microsoft® Outlook® Version 2002 Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0

※写真は17型ワイドデジタル液晶ディスプレイです。

ワープロ＆表計算などの最新統合ソフト
「Microsoft® Office XP Personal」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。
※Microsoft®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。

Copyright©2001
Alps Mapping Co.,Ltd.



大事なメールを素早くチェック、メール着信ランプ
新着メールの受信を、ランプの点滅でお知らせします。
※C7/100WL、C7/100WLTでは、ご利用になれません。

17型ワイドデジタルTFT液晶に
便利な多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載

テレビやDVDを鑑賞中でも、自動的に新着メールを光
でお知らせ※1します。差出人によって光る色を変えるこ
とができるので、友人、同僚など区別して表示が可能で
す。さらに、音楽CD再生時には、トラックナンバーや再
生時間を表示するので便利です。
※1 新着メールを自動で確認するには、あらかじめ設定を行う必要があります。

フロントアクセスが可能な
デュアルフラップデザイン™

ツートーンカラーのスタイリッシュデザイン。さらに、
使いやすさを配慮して、PCカードスロットやIEEE1394
端子などを本体前面に装備した「デュアルフラップデ
ザイン™」を採用。スマートなフォルムがあなたの部
屋にすっきりと調和します。

17 18

※1 C7/100WL、C7/100WLTのみ。
※2 C7/1007T、C7/100WLTのみ。
※ 左の写真は、FMV-DESKPOWER C7/100WLTです。
右の写真は、FMV-DESKPOWER CE7/85Lです。

コンパクトモデルが装備する快適機能

迫力の大画面、選べるディスプレイ

※機種により機能や装備しているインターフェースやスロットは異なります。P.23～24
の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。
※機種により機能が異なります。P.25～26の「ラインアップ」でご確認ください。

※画面はハメコミ合成です。

Compact
高性能をコンパクトボディに凝縮
「i-Panel」を搭載した大画面の17型ワイド液　晶※1などで
テレビ※2やDVDを楽しめるCシリーズ。
多彩なAV連携が可能なハイコストパフォーマ ンスのCEシリーズ。
どちらも場所をとらないコンパクトボディ＆ス タイリッシュデザイン。

どこにでも置ける自由度の高い設計
パソコン本体は、どこにでも置けるレイアウトフリー※1。
モニターの横側や、裏側に置いたり、さまざまな置き方
ができるように設計されています。
※1 横置きはできませんので、フット（縦置き用設置台）をつけて縦置きでご利
用ください。

快適、自由な操作性
ワイヤレスキーボード・ワイヤレスマウス

RF（無線）方式のワイヤレスキーボード、マウスを採用。
ケーブルがないため、すっきりとした利用環境を実現し
ます。
※稼働範囲は距離：約1m、角度：上下約20度、左右約45度ですが、設置環境
や条件によって異なる場合があります。

C7/100WL C7/100WLT

スタイリッシュデザイン
ツートンカラーのスタイリッシュデザイン。さらに、ＡＶ
機器との快適な連携を実現するフロントアクセスデザ
インを採用。IEEE1394（DV）端子、PCカードスロット、
光デジタルオーディオ出力端子（丸形）を本体前面に
装備しました。多彩なAV連携を手軽に楽しめるように、
使い勝手を考えた1台です。

省スペースでレイアウトフリーな本体
パソコン本体は、縦にも横にも置けるレイアウトフリー。
モニタの裏側に置いたり、机の下に設置したり、さまざ
まな置き方ができるように設計されています。また、マ
イクロタワーモデルに比べて設置面積1/2以下、体積
約1/3の省スペース化を実現しながらも、PCIスロットの
空きを2つ確保。充実の機能に加え拡張性も備えてい
ます。

C7/100WLC7/100L C7/100WLT

手元ひろびろコンパクトキーボード
（ワイヤレスキーボードを含む）

従来よりも70mm幅を短縮したコンパクトサイズのキーボード
を使用。さらに、Eメールやインターネットをワンタッチで利用で
きるアプリケーションボタン※1などを装備。これにより、手元で
CDなどの操作ができるので、たいへん便利です。
※1 簡単な設定変更で、お好きなアプリケーションを起動できます。

らくらくネットサーフィン、スクロール機能付マウス
（ワイヤレスマウスを含む）

マウス先端部にスクロールボタンを装備。簡単操作
で画面をスクロールさせてホームページを閲覧する
ことができます。
※アプリケーションにより対応していない場合があります。

リアルな映像、サウンドを実現する高速CPU
Cシリーズは､高速CPU「Intel® Pentium®IIIプロセッサ」、
CEシリーズは、「エンハンスト3DNow!™テクノロジAMD
Duron™プロセッサ」を搭載。3Dコンテンツやサウンドを
スムーズかつ自然に再現します。

高速処理で快適！大容量128MBメモリ
複数のアプリケーションを同時に起動しても、快適な処理
環境を実現します。ホームページを閲覧しながらメールを
読み書きするなど、パソコンの使い方の幅が広がります。

画像データもらくらく保存、大容量HDD
60GBまたは40GBの大容量HDDを標準搭載。画像・
音楽データなどの保存や多彩なソフトのインストール
が可能です。またUltraDMA/66対応により、いっそう
の高速データ転送を実現します。

環境にやさしい省電力機能
国際エネルギースタープログラム規格をクリ
アした高度な省電力管理機能に対応。「ACPI
S3」により効率的な節電が可能です。

インターネット、AV連携の楽しさ広げるインターフェース

離れたところかららくらく操作、リモコン搭載

手のひらサイズのリモコンを搭載。ソファーやベッドの上からで
もくつろいだ姿勢で、テレビ、DVDや音楽CDを操作できます。
※稼動範囲はP.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。

ブロードバンドポート（LAN）
インターネットが速くて快適

ブロードバンドポート（100BASE-TX/10BASE-T対応
LAN）搭載により、今までより高速なインターネットに接続
可能。動画配信やネットワークゲームなど、従来のインター
ネットでは実現できなかったコンテンツを快適に楽しめます。

CD-RW/DVD-ROMドライブ
1台でDVD鑑賞、オリジナルCD作成

CD-R/RWとDVD-ROMの機能を1つに凝縮したドラ
イブ。音楽CDを聴くことはもちろん、DVD映画を鑑賞
したり､オリジナルCDを作成したりオールラウンドな
ドライブです。

テレビ機能
最長約60時間※1の録画ができる

テレビ番組の表示や、ハードディスクへのデジタル
録画が可能。タイムシフト機能を利用した時間差再
生など、便利な機能が満載です。
※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。なお、最長録画時間は
C7/1007Tは約40時間です。

IEEE1394（DV）端子
デジタルビデオ編集が簡単にできる

映像をデジタルのまま取り込めるIEEE1394（DV）端
子を装備。残しておきたい映像を残したい形に編集で
きます。
※デジタルビデオカメラがDV端子を装備している必要があります。

光デジタルオーディオ出力端子
オリジナルMD作成を思いのままに

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。音楽CDの曲をMD
プレーヤー（録音機能付）に出力できます。
※ 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。
48kHzに対応したオーディオ機器でご利用ください。また、音楽ソフト
の著作権を保護するため、「シリアルコピーマネジメントシステム」に準
拠しています。

（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
人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

抜群の臨場感、ドルビーデジタルサラウンド
DVDソフトを鑑賞するとき、光デジタルオーディオ出
力端子を使えば5.1チャンネル※1を、また、ディスプレ
イ内蔵のスピーカーや、標準添付のスピーカーでも
バーチャルドルビーデジタルの迫力あるサウンドを
存分に味わえます。
※1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が必要です。

PCカードスロット
大切な写真を手軽に取り込み

スマートメディアやコンパクトフラッシュなどに
対応したPCカードアダプターと連携して、デジタ
ルカメラの写真データなどを、手軽に取り込み活用
できます。

C7/1007T C7/100WLT

メール着信ランプ
USB
コネクタ※1

※2
USBコネクタ

フロッピィディスクドライブ

ヘッドフォン／

メール着信ランプ

USBコネクタ

USB
コネクタ

ヘッドフォン／

省スペース＆ハイスペックCシリーズ

Cシリーズ／CEシリーズ

17型フルフラットCRT（アパーチャグリル）

・ダイヤモンドトロン®M2管採用により、従来の2.5倍
の明るさを実現。
・「MOVIEボタン」により高輝度
モードへの設定切り替えが可
能。テレビやDVDをより鮮明に
表現。
・高解像度表示（1,280×1,024
ドット）が可能な大画面17型
CRT。

CE7/857C7/1007T

15型フルフラットCRT（アパーチャグリル）

・歪みが少なく自然な画面表示が可能な、平面ブラウ
ン管（トリニトロン）採用。外光の
映り込みを抑えた、見やすい画
面です。
・アパーチャグリル（AG）ピッチを
0.24～0.25mmまで狭め、より高
精細な画面表示を実現。

CE7/85F
15型TFT液晶ディスプレイ
CE7/85L

15型デジタルTFT液晶ディスプレイ

・16：9のワイド表示が可能な17型ワイド液晶ディス
プレイ。迫力の大画面でDVDの動画映像を表示し
ます※1。
・映画などをよりきれいに表示する「ビデオモード」、「シ
ネマモード」に対応。また、DVDの動画映像やワープ
ロ、メールソフトなどの静止画像のそれぞれに適した
画質に自動で切り替える「おまかせモード※2」を用意。
・MVAパネル採用により、上下左右160度の超広視
野角とハイコントラスト（400:1）。

・本体とマッチしたツートーンカラーを採用。また、接続
ケーブルが一本なので、シンプルに接続できます。
・小型ユニットでありながら、幅広い音域を再現できる
高音質ステレオスピーカーを液晶前面の両端に内蔵。
テレビやDVDを迫力のサウンドで楽しめます。

※1 17型ワイドデジタルTFT
液晶ディスプレイのみ。

※2 独自の技術により、動画
と静止画を認識し､あら
かじめガンマ、色合い、
色の濃さを設定した画像
に切り替えるモード。

17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイ

※ 写真はリモコン受光器内蔵
の17型ワイドデジタルTFT
液晶ディスプレイです。

C7/100WL C7/100WLT

C7/100L

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

C7/1007T C7/100WLT

スタンダードな15型CRT
CE7/855

音楽CD再生時の情報を表示

メール受信を通知

※1 C7/1007Tは3ポートです。 ※2 C7/1007T、C7/100WLTのみ。

Cシリーズ CEシリーズ※写真はCE7/85Lです。※写真はC7/100WLTです。

優れたコストパフォーマンスCEシリーズ



CD-R/RWドライブ
簡単操作でオリジナルCD作成

最大32倍速の読み込み、最大8倍速の書き込み

や最大4倍速の書き換えが可能なCD-R/RWドラ

イブを搭載。好きな音楽を集めたオリジナルCD

を作成して楽しめます。

DVD-ROMドライブ
DVDで映画が手軽に楽しめる

最大12倍速のDVD-ROMドライブを搭載。各種

DVDソフトを手軽に楽しめます。また、音楽CDを

再生することもできます。

DVD-RAMドライブ
大容量データを保存

DVD-RAMドライブ搭載で、大容量（片面最大

4.7GB）データの保存、管理が可能です。楽し

かった旅行やパーティーで撮った映像を編集、簡

単にDVD-RAMに保存できるので、思い出も大

切に残せます。また、DVD-ROMを再生して､DVD

で映画を鑑賞することもできます。

DVD-RAMドライブや
テレビチューナーを内蔵した最上位モデル

「エンハンスト3DNow!™テクノロジAMD Athlon™

プロセッサ 1.2GHz」が高速処理を実現し、快適な動

作環境を提供します。DVD-RAMドライブ搭載で、大容

量（片面最大4.7GB）のデータを保存、管理できます。

また、録画再生機能を持ったテレビチューナーも内蔵。

さらに、使いやすさを追求したフロントアクセスデザイン

によりAV連携も自由自在のハイエンドモデルです。

19 ※画面はハメコミ合成です。 20

光デジタルオーディオ出力端子
オリジナルMD作成を思いのままに

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（角形）を装備。好きな曲を集
めて、音楽CDの曲をMDプレーヤー（録音機能付）
に出力できます。
※ 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。
48kHz に対応したオーディオ機器でご利用ください。また、音楽ソフ
トの著作権を保護するため、「シリアルコピーマネジメントシステム」
に準拠しています。

（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
人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

インターネット、AV連携の楽しさひろげるインターフェース

Microtower

テレビ機能
最長約80時間※1の録画ができる

テレビ番組の表示や、ハードディスクへのデジタル録画
が可能。タイムシフト機能を利用した時間差再生など、
便利な機能が満載です。
※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。

リモコン搭載
離れたところかららくらく操作

手のひらサイズのリモコンを搭載。ソファー

やベッドの上からでもくつろいだ姿勢で、

テレビ、DVDや音楽CDを操作できます。
※稼働範囲はP.23～24の「ハードウェア仕様一覧」で
ご確認ください。

IEEE1394（DV）端子
デジタルビデオ編集が簡単にできる

デジタルビデオからの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
ソフトを使って、残したい映像を残したい形に編集で
きます。
※デジタルビデオカメラがDV端子を装備している必要があります。

PCカードスロット
大切な写真を手軽に取り込み

PCカードスロットを本体前面に
標準装備。スマートメディアやコ
ンパクトフラッシュなどに対応し
たPCカードアダプターと連携し
て、デジタルカメラの写真データ
などをより手軽に活用できます。

ブロードバンドポート（LAN）
インターネットが速くて快適

ブロードバンドポート（100BASE-TX/10BASE-T対応
LAN）搭載により、今までより高速なインターネットに接続
可能。動画配信やネットワークゲームなど、従来のインター
ネットでは実現できなかったコンテンツが楽しめます。

※1 M7/1207Tのみ。
※ 写真はFMV-DESKPOWER M7/1207Tです。

※機種により機能や装備しているインターフェースやスロットは異なります。
P.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。
※機種により機能が異なります。P.25～26の「ラインアップ」でご確認ください。

欲張りな遊び心を満たす1台

Mシリーズ

オリジナルCD作成、映画鑑賞、
CDのバックアップ。
さらに、DVD-RAM※1で動画などの
大容量データを保存。
充実の2ドライブで、音や映像をとことん究める。 スタイリッシュなデザイン、迫力のサウンド

手軽にAV連携
フロントアクセスデザイン
AV連携端子類を前面に装備し、使い勝手を向上

させたフロントアクセスデザイン。デジタルカメ

ラなどとスムーズに接続。また、クールシルバー

色とブルーメタリック色のツートーンカラーによ

り、スタイリッシュなデザインになっています。

インターネット環境とAV連携を快適にする充実機能

手元ひろびろ
コンパクトキーボード

従来よりも70mm幅を短縮したコンパクトサイズ

のキーボードを使用。さらに、Eメールやインター

ネットをワンタッチで利用できるアプリケーション

ボタン※1などを装備。これにより、手元でCDなど

の操作ができるので、たいへん便利です。
※1 簡単な設定変更で、お好きなアプリケーションを起動できます。

データ保存、バックアップ作成が自在、充実の2ドライブ構成

使い方に合わせて選べる2モデル

使い方ひろがる2ドライブ
マイクロタワーの特長を活かした2ドライブ。

DVD-RAMまたは､DVD-ROMドライブにオリジ

ナルCDを入れ､CD-R/RWドライブで簡単にバッ

クアップCDを作成できます。
（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

またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

らくらくネットサーフィン
スクロール機能付マウス

スクロールボタンで簡単に画面

をスクロールできるため、ホーム

ページの閲覧などに便利です。
※アプリケーションにより、対応していない場合があります。

高速処理で快適！
大容量128MBメモリ
複数のアプリケーションを同時に起動しても、

快適な処理環境を実現します。ホームページ

を閲覧しながらメールを読み書きするなど、パ

ソコンの使い方の幅が広がります。

画像データもらくらく保存
大容量HDD
80GB、または60GBの大容量HDDを標準搭載。

画像や音楽データなどの保存や多彩なソフト

のインストールが可能です。さらに、HDD増設

用3.5インチ内蔵ベイも装備し、将来の大容量

化にも対応しております。

高速な3D描画が可能な
高性能プロセッサ

高性能なフルスピードキャッシュを内蔵した

「エンハンスト3DNow!™テクノロジ AMD

Athlon™プロセッサ」を採用しており、高速な

3D描画が可能。高速処理により快適な利用環

境を実現します。

グラフィックが美しい
高速アクセラレータと大容量VRAM

高速アクセラレータ「ATI社製RAGE™128 Ultra

4XL」と大容量16MB VRAMによるグラフィッ

ク機能を搭載。表現力豊かなグラフィックを存

分に楽しめます。

環境にやさしい省電力機能

国際エネルギースタープログラム規格をクリアした高

度な省電力管理機能に対応。「ACPI

S3」により効率的な節電が可能です。

メールチェックが素早く簡単になる
メール着信ランプ

新着メールの受信を、ランプの

点滅でお知らせします。
※メールソフトの設定が必要となります。また、
Windows®2000 Professionalモデルでは
ご利用になれません。

抜群の臨場感、ドルビーデジタルサウンド

DVDソフトを鑑賞するとき、光デジタルオーディオ

出力端子を使えば5.1チャンネル※1の、また、標準添

付のタイムドメインスピーカーでバーチャルドルビー

デジタルの迫力あるサウンドを存分に味わえます。
※1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が必要です。

17型フルフラットCRT（アパーチャグリル）
・ダイヤモンドトロン®M2管採用により、従来の2.5

倍の明るさを実現。

・「MOVIEボタン」により高輝度モードへの設定

切り替えが可能。テレビやDVDをより鮮明に表現。

・高 解 像 度 表 示

（1,280×1,024ドット）

が可能な大画面17

型CRT。

・平面ブラウン管採用

により、歪みが少なく

自然な画像を実現。

M7/1007

M7/1207T

AMD Athlon™や2ドライブを搭載した
ハイスペックモデル

マイクロタワーならではの2ドライブを採用。CD-R/RW

ドライブでオリジナルCD作成、DVD-ROMドライブ

でDVDを鑑賞できます。また、標準搭載のLANで、

ブロードバンドインターネットに対応。さらに、

IEEE1394（DV）端子、PCカードスロット、光デジ

タルオーディオ出力端子（角形）を装備し、AV連携

機能が充実。見やすく高精細な大画面の17型フ

ルフラットCRTをセットしたハイスペックモデルです。

M7/1007

M7/1207T

M7/1207T

メール着信ランプ

フロッピィディスクドライブ

※1

※2

USBコネクタ

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

アプリケーションボタン

音量調節ボタン スタンバイボタン

メール着信ランプ

CD/DVD操作ボタン

本物の音を鑑賞できる
タイムドメインスピーカー™

スピーカーユニットの性能を最大限に引き出し、ユ

ニット以外の振動を極限までカットするために卵型構

造を採用。音楽情報

を正確に表現しま

す。迫力のサウンド

で、DVD鑑賞などが

さらに楽しくなります。

※1 M7/1007はDVD-ROMドライブです。 ※2 M7/1207Tのみ。

USBコネクタ

ツー

Mシリーズ
※写真はM7/1207Tです。



映り込みが少なく、見やすい15型フルフラットCRT
ディスプレイには15型フルフラットの「FDトリニトロン®」
CRTを採用。管面が平面になったことで、従来のCRT
と比べ外光や照明の映りこみが減少し、より見やすい
画面表示を実現しました。また、表面のARコーティン
グ加工により反射を抑え、画面表示色が鮮明。くっき
りとした画像をお楽しみいただけます。さらに、アパー
チャグリル（AG）ピッチが0.24～0.25mmと従来のCRT
よりも細かいため、高精細で見やすい表示画面です。

らくらくネットサーフィン、スクロール機能付マウス
（ワイヤレスマウスを含む）

スクロールボタンが付いており、簡単に画面をスクロー
ルさせてホームページを閲覧することができます。
※アプリケーションにより対応していない場合があります。

手元ひろびろコンパクトキーボード
（ワイヤレスキーボードを含む）

従来よりも70mm幅を短縮したコンパクトサイズのキー
ボードを使用。さらに、Eメールやインターネットをワンタッ
チで利用できるアプリケーション※１ボタンなどを装備。こ
れにより、手元でCDなどの操作ができるので、たいへん
便利です。
※1 簡単な設定変更で、お好きなアプリケーションを起動できます。

良質のサウンドを楽しめる
フォスター電機社製スピーカー
国内外のオーディオメーカーに、高音質スピーカーを
提供しているフォスター電機社製スピーカーを採用。
小口径のスピーカーと下部の「エアーコンプレッション
ポート」の組み合わせにより、すっきりとしたデザイン、充
実の広音域再生を実現。お気に入りのサウンドを、深み
のある音質で楽しめます。

使いやすさを追及したスタイリッシュなデザイン
スタイリッシュで簡単に使えるパソコンを追求。前面
にCD-R/RWドライブ、デジタルカメラ、デジタルビデ
オカメラなどとつながるPCカードスロット、IEEE1394
（DV）端子を装備。さらに、周辺機器と快適に接続で
きるUSB端子も3ポート装備しています。

21 ※画面はハメコミ合成です。 22

CD-R/RWドライブ
好みの曲を選んでオリジナルCD

最大20倍速の読み込み、最大4倍速の書き込みや書き
換えが可能なCD-R/RWドライブを搭載。好きな音楽
を集めたオリジナルCDを作成して楽しめます。

17型ワイドデジタルTFT液晶に
便利な多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載
テレビやDVDを鑑賞中でも、自動的に新着メールを光でお知
らせ※1します。差出人によって光る色を変えることができるので、
友人、同僚など区別して表示が可能です。さらに、音楽CD再生
時には、トラックナンバーや再生時間を表示するので便利です。
※1 新着メールを自動で確認するには、あらかじめ設定を行う必要があります。

見やすい大画面の17型ワイドTFT液晶
デジタルTFT液晶ディスプレイの採用により、17型の大
画面で1,280×768ドットのワイド表示（16：9）を実現。表示画
面には、上下左右160度の超広視野角が可能な高性能液晶
（MVA）パネルを使用しています。さらに、映画などをよりきれい
に表示する「ビデオモード」や「シネマモード」、動画と静止画を
自動的に切り替える「おまかせモード※1」も用意しています。
※1 独自の技術により、動画と静止画を認識し、あらかじめガンマ、色合
い、色の濃さを設定した画質に切り替えるモード。

テレビ機能
最長約60時間※1の録画ができる

テレビ番組の表示や、ハードディスクへのデジタル
録画が可能。タイムシフト機能を利用した時間差再
生など、便利な機能が満載です。
※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。なお、最長録画時間は、AVシリーズは40時間です。

光デジタルオーディオ出力端子
オリジナルMDを思いのままに

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。音楽CDの曲をMDプレー
ヤー（録音機能付）に出力できます。
※ 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。48kHzに対
応したオーディオ機器でご利用ください。また、音楽ソフトの著作権を保護する
ため、「シリアルコピーマネジメントシステム」に準拠しています。

（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
ご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

ヘッドフォン／

USBコネクタ

インターネット、AV連携の楽しさひろげるインターフェース

インテリア性の高い、スタイリッシュデザイン
高級感あふれるクールシルバー色を基調に、スピーカー部分
などにブルーメタリック色のアクセントを取り入れたスタイリッ
シュな本体です。さらに、ネイビーブルー色の交換用スピーカー
ネットをご用意。
お好みに合わせ
てコーディネート
できます。

One Body

リモコン搭載
離れたところかららくらく操作
手のひらサイズのリモコンを搭載。ソファーやベッドの
上からでもくつろいだ姿勢で、テレビ、DVD※1や音楽
CDを操作できます。
※1 DVDの操作はKシリーズのみ対応しております。
※ 稼働範囲はP.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。

CD-RW/DVD-ROMドライブ
1台でDVD鑑賞、オリジナルCD作成

DVD-ROM最大4.8倍速の読み込み、CD-R/RW最
大4倍速の書き込みや書き換えが可能なCD-RW/
DVD-ROMドライブ。音楽CDを聴くことはもちろん、
DVD映画を鑑賞したり､オリジナルCDを作成したり
オールラウンドなドライブです。

抜群の臨場感、ドルビーデジタルサラウンド

DVDソフトを鑑賞するとき、光デジタルオーディオ
出力端子を使えば5.1チャンネル※1を、また、ディス
プレイ内蔵のスピーカーでもバーチャルドルビーデ
ジタルの迫力のサウンドを存分に味わえます。
※1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が必要です。

ブロードバンドポート（LAN）
インターネットが速くて快適

ブロードバンドポート（100BASE-TX/10BASE-T対応
LAN）搭載により、今までより高速なインターネットに
接続可能。映像ソフトやネットワークゲームなど、従来
のインターネットでは実現できなかったコンテンツを快
適に楽しめます。

※写真はFMV-DESKPOWER K7/100WLTです。

※機種により機能や装備しているインターフェースやスロットは異なります。
P.23～24の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。
※上記マークの説明は、P.25の「マークの説明」にあります。

最高級の贅沢、品格あるデザイン

Kシリーズ

「i-Panel」搭載、大画面の
17型ワイド液晶で、テレビやDVDを見る。
省スペースを究めた、
上品なワンボディモデル。

Kシリーズ

Kシリーズ

Kシリーズ

※写真はFMV-DESKPOWER AV7/765Tです。

※機種により装備しているインターフェースやスロットは異なります。P.23～24
の「ハードウェア仕様一覧」でご確認ください。
※上記マークの説明は、P.25の「マークの説明」にあります。

AV
音や映像を操るAVステーション

AVシリーズ

テレビ機能などAV機能満載で、見る、録る、創るを
ひとつにまとめたCRT一体モデル。
スタイリッシュなデザインで、
クリエイティブな感性を刺激するマシン。

徹底的に省スペース、セットアップも簡単
本体と液晶ディスプレイの一体化により、場所をとらず、ゆ
とりの作業スペースを提供。さらに、電源を接続するだけ
でセットアップできるので、すぐに使い始められます。また、
RF（無線）※1方式のワイヤレスキーボード、マウスを採用。
ケーブルがないため
すっきりとした使用環
境を実現します。
※1 稼働範囲は距離：約

1m、角度：上下約20度、
左右約45度ですが、設
置環境や条件によって
異なる場合があります。

ディスプレイと一体化、セットアップも簡単
本体とCRTディスプレイの一体化により、省スペース
を実現。接続はキーボード、マウス、電源とモデムをつ
なぐだけ。セットアップも簡単です。

リアルな映像、サウンドを実現する高速CPU 
Kシリーズは、高速CPU「Intel® Pentium®IIIプロセッサ-
1B GHz」、AVシリーズは、「Intel® Celeron™プロセッサ-
766MHz」を搭載。3Dコンテンツやサウンドをスムースか
つ自然に再現します。

高速処理で快適！大容量128MBメモリ
複数のアプリケーションを同時に起動した場合でも、快適な
処理環境を実現します。ホームページを閲覧しながらメール
を読み書きするなど、パソコンの使い方の幅が広がります。

光でお知らせ、メール着信ランプ
新着メールの受信を、ランプの点滅でお知らせ。毎日の
メールチェックが簡単です。
※メールソフトの設定が必要となります。

環境にやさしい省電力機能
国際エネルギースタープログラム規格をクリアした高度
な省電力管理機能に対応。「ACPI S3」
により効率的な節電が可能です。

画像データもらくらく保存、大容量HDD 
Kシリーズは60GB、AVシリーズは40GBの大容量HDD
を搭載。画像・音楽データなどの保存や多彩なソフトの
インストールが可能です。またUltraDMA/66対応により、
いっそうの高速データ転送を実現します。

ワンボディモデル＆AVモデルが装備する 快適機能

従来品� 平面ブラウン管�

画面の湾曲によるゆがみも解消。より自然な表示が可能。

AVシリーズ

USBコネクタ

メール着信ランプ

USBコネクタ

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

AV連携をさらに楽しく、使いやすく AVシリーズ迫力の大画面＆スタイリッシュボディKシリーズ

IEEE1394（DV）端子
デジタルビデオ編集が簡単にできる

映像をデジタルのまま取り込めるIEEE1394（DV）端子を
装備。残しておきたい映像を残したい形に編集できます。
※デジタルビデオカメラがDV端子を装備している必要があります。

PCカードスロット
大切な写真を手軽に取り込み

スマートメディアやコンパクトフラッシュなどに対応した
PCカードアダプターと連携して、デジタルカメラの写真
データなどを、手軽に取り込み活用できます。

音楽CD再生時の情報を表示

メール受信を通知

Kシリーズ AVシリーズ※写真はAV7/765Tです。※写真はK7/100WLTです。



本体に内蔵�本体に内蔵�

あり�あり�

―�高輝度モード切替機能付�
リモコン受光器内蔵、�

自動動画切替機能付（動画時）�

―�―�
i-Panel（モノクロ液晶、透過型、�
192×16ドット、バックライト3色）�

ノンインタレース�
50～120Hz
30～70kHz

0.24～0.25mm（＊32）�
270×202mm

15型（フルフラットCRT）（＊30）�

＊1：メインメモリを増設する際には133MHz用メモリを搭載してください。＊2：メインメモリを増設する際には
100MHz用メモリを搭載してください。＊3：パリティチェック機能はありません。＊4：VRAMとして9～12MBを使用
しております。＊5：VRAMとして11～14MBを使用しております。メインメモリはSO-DIMMを使用しております。また、
増設の際に標準搭載のメモリを取り外すことはできません。＊6：増設する場合には、専用の拡張RAMモジュール
を使用してください。＊7：メインメモリの最大容量は拡張RAMモジュール256MBを2枚搭載した場合です。＊8：メ
インメモリの最大容量は拡張RAMモジュール256MBを1枚追加した場合です。＊9：チップセットに内蔵されています。
＊10：メインメモリと共用。また、Intel® Dynamic Video Memory Technologyを使用しております。＊11：DOS/V
モード利用時は、640×480ドットのみとなります。＊12：DVDを再生する場合、または、テレビを見る場合、最大表
示色は65536色となります。＊13：周辺機器によっては､添付のドライバなど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､オプションのFDDユニット（USB）が必要となります。＊14：「32bitFAT」ファイルシステム
を採用しています。また、CドライブとDドライブの2つのパーティションに分かれており、Dドライブには10GBを、Cド
ライブには残りを割り付けています。＊15：同じ機種の場合でも、媒体の装着方式が異なる場合があります。�
＊16：読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R（3.95GB）、DVD-R（4.7GB）�
（M7/1207Tのみ）、DVD-RAM（M7/1207Tのみ）です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。�
＊17：片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。片面2.6GBの場合は1倍速となります。＊18：ハードウェアとしての
最大性能であり、ソフトウェアや回線の状態などにより、56kbpsで通信できないことがあります。また、データ通信
速度は受信時の値であり、送信時には33.6kbpsになります。なお、K7/100WLTはPCIバス、残りの機種は
AC-Linkとなります。＊19：3時間以上連続してタイムシフトや録画を行うことはできません。＊20：当社製PCカード
オプションの接続の可否は、「FMWORLD . NET」または「富士通パソコンFAXサービス」の�
「FMV-DESKPOWER価格表」などでご確認ください。＊21：付属液晶ディスプレイ専用コネクタとアナログ
RGBコネクタの同時出力はできません。また、付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、C7/100L、C7/100WL、
C7/100WLTに標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。＊22： COM3を標準搭載のFAXモデム
で使用しています。＊23：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。48kHzに対応したオー
ディオ機器でご使用ください。また、音楽ソフトの著作権を保護するため、「シリアルコピーマネジメントシステム」
に準拠しています。＊24：現在のテレビ音声のみ出力されます。＊25：稼働範囲は距離：約1m、角度：上下約20度、
左右約45度ですが、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、
干渉することがあります。＊26：稼働範囲は距離：約3m､角度：上下約25度、左右約55度ですが、設置環境や条
件によって異なる場合があります。また､複数の機器をご使用になる場合､混信の可能性があります。＊27：液晶
ディスプレイの消費電力を含む。＊28：フレキシブルベース™（設置台）を含んだ場合は176×340×319mmです。
＊29：フット（縦置き用設置台）を含んだ場合は169×365×344mmです。また、横置きはできませんので、必ず�
フットをつけて縦置きでご利用ください。＊30：内蔵スピーカーで音声出力する際、画面がゆれるように見える場合
があります。＊31：15型フルフラットCRT、17型フルフラットCRTの場合はAGピッチ、液晶ディスプレイの場合は画
素ピッチです。＊32：画面中央と周辺部でピッチが異なります。＊33：稼働範囲は距離：約3m、角度：上約10度、
下約40度、左右約30度ですが、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、複数の機器をご使用に
なる場合、混信の可能性があります。＊34：稼働範囲は距離：約3m、角度：上下約35度、左右約30度ですが、設
置環境や条件によって異なる場合があります。また、複数の機器をご使用になる場合、混信の可能性があります。
＊35：AV7/765Tでは、録画中の最初からの再生、タイムシフト中の録画はできません。また、「高画質」モードで
録画すると、コマ落ち、音飛びが発生する場合があります。�
注1：上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。�
注2：ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。�
注3：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。�

ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード（105キー、無線方式）（＊25）�

AC100V・50/60Hz
100W

405×425×430mm/約18kg

ノンインタレース�
50～150Hz
30～85kHz
0.25mm

312×234mm
17型（フルフラットCRT）�

あり�あり�

アナログRGB�
ミニ D-SUB15ピン×1

高輝度モード切替機能付�

―�―�―�―�

AC100V・50/60HzAC100V・50/60Hz
100W

405×425×430mm/約18kg

ノンインタレース�
50～150Hz
30～85kHz
0.25mm

312×234mm
17型（フルフラットCRT）�

あり�あり�あり�

アナログRGB�
ミニ D-SUB15ピン×1

アナログRGB�
ミニ D-SUB15ピン×1

高輝度モード切替機能付� ―�―�

AC100V・50/60Hz
100W

405×425×430mm/約18kg

ノンインタレース�
50～150Hz
30～85kHz
0.25mm

312×234mm
17型（フルフラットCRT）�15型 （CRT）�

あり�

アナログRGB�
ミニ D-SUB15ピン×1

AC100V・50/60Hz
75W

363×393×374mm/約12kg

ノンインタレース�
50～120Hz
30～70kHz
0.28mm

270×202mm

アナログRGB�
ミニ D-SUB15ピン×1

―�

あり�

―�

15型（フルフラットCRT）�

AC100V・50/60Hz
85W

363×398×374mm/約13.5kg

ノンインタレース�
50～120Hz
30～70kHz

0.24～0.25mm（＊32）�
270×202mm

アナログRGB�
ミニ D-SUB15ピン×1

ノンインタレース�
59～70Hz

31.5～48.4kHz
0.296mm
362×221mm

17型ワイド（デジタルTFT液晶）�

あり�

―�

ノンインタレース�
60～70Hz

31.5～48.4kHz
0.297mm
304×228mm

15型（デジタルTFT液晶）�

リモコン受光器、USBハブ、ステレオスピーカー内蔵、�
自動動画切替機能付（動画時）�

USBハブ、ステレオスピーカー内蔵、�
自動動画切替機能付（動画時）�

USBハブ、ステレオスピーカー内蔵、�
自動動画切替機能付（動画時）�

i-Panel（モノクロ液晶、透過型、�
192×16ドット、バックライト3色）�

パソコン本体から供給�パソコン本体から供給�
50W

530×200×394mm/約6.0kg
35W

454×200×392mm/約5.5kg

ノンインタレース�
59～70Hz

31.5～48.4kHz
0.289mm
369×221mm

17型ワイド（デジタルTFT液晶）�

付属液晶ディスプレイ専用コネクタ�
30ピン×1、USB×1、ヘッドフォン�

付属液晶ディスプレイ専用�
コネクタ30ピン×1、�
USB×1、ヘッドフォン�

ノンインタレース�
56～75Hz

31.5～60.0kHz
0.297mm
304×228mm
15型（TFT液晶）�

35W
390×190×356mm/約4.5kg

スクロール機能付マウス�
（400CPI、PS/2インターフェース）�

ワンタッチボタン付コンパクトキーボード�
（105キー、PS/2インターフェース）�

スクロール機能付マウス（400CPI、PS/2インターフェース）�

ワンタッチボタン付コンパクトキーボード（105キー、PS/2インターフェース）�

スクロール機能付ワイヤレスマウス（400CPI、無線方式）（＊25）�

ワンタッチボタン付コンパクト�
キーボード（105キー、�
PS/2インターフェース）�

ワンタッチボタン付ワイヤレス�
キーボード（105キー、�
無線方式）（＊25）�

スクロール機能付マウス�
（400CPI、PS/2�
インターフェース）�

スクロール機能付�
ワイヤレスマウス�

（400CPI、無線方式）（＊25）�

約19.5kg約13.0kg約11.5kg 約12.0kg
426×438×389mm198×365×360mm 455×276×434mm

区分R 0.0029区分R 0.0008区分R 0.0010 区分R 0.0031

約67W約97W約82W 約138W
170W

約7.0kg 約8.0kg
90×340×300mm（＊28）� 106×365×344mm（＊29）�

区分R 0.0016 区分R 0.0021

約64W約68W 約39W 約66W（＊27）� 約77W（＊27）� 約80W（＊27）�
110W 95W 145W130W 120W170W

AC100V（アウトレット付）・50/60Hz電源ケーブル添付�

平行2Pアース付（2P変換プラグ、�
アウトレット用ケーブル添付）�

平行2Pアース付（2P変換プラグ、�
アウトレット用ケーブル添付）�

平行2Pアース付（2P変換プラグ、アウトレット用ケーブル添付）�

AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付�

平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）�

AC100V（アウトレット付）・50/60Hz電源ケーブル添付�

平行2Pアース付�
（2P変換プラグ添付）�

AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付�

平行2Pアース付�
（2P変換プラグ添付）�

ACアダプタ平行2P�
（アース線別途添付）�

ビデオ入力（Sビデオ）×1、ビデオ入力（コンポジット）×1、�
アンテナ入力（F型同軸）×1、ラインアウト×1（＊24）�

ビデオ入力（Sビデオ）×1、�
ビデオ入力（コンポジット）×1、�
アンテナ入力（F型同軸）×1、�
ラインアウト×1（＊24）�

ビデオ入力（Sビデオ）×1、�
ビデオ入力（コンポジット）×1、�
アンテナ入力（F型同軸）×1、�
ラインアウト×1（＊24）�

マイク、光デジタルオーディオ出力端子（角形）（＊23）、�
ラインイン、ラインアウト、 MIDI/Joystick

マイク、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力端子（丸形：光ミニジャック）（＊23）、ラインイン、ラインアウト、スピーカー端子�
マイク、ヘッドフォン/光デジタル�
オーディオ出力端子（丸形：�

光ミニジャック）（＊23）、ラインイン�

マイク、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ�
出力端子（丸形：光ミニジャック）（＊23）、�

ラインイン、ラインアウト�

128MB（SDRAM-DIMM、PC133対応）（VRAMとして8MB使用）�

マイクロタワーモデル（Mシリーズ）�コンパクトモデル（CEシリーズ、Cシリーズ）�

備考�
省電力モード�

メッセージ表示LCD
外形寸法（W×D×H）/質量�
最大消費電力�
入力電圧･周波数�

インターフェース�
走査方式�

垂直�
水平�自動追従�

周波数範囲�

ドットピッチ （＊31）�
表示寸法（W×H）�
画面サイズ�

動作環境�
サポートOS
本体質量�
外形寸法（W×D×H）�
省エネ法に基づくエネルギー消費効率�
最大消費電力�
消費電力�
入力電圧･周波数�

入力コンセント�

マイク�
リモコン�

マウス�

キーボード�

テレビ�
IEEE1394（DV）�

PS/2ポート�
ネットワーク�
FAX/ボイスモデム�

サウンド�
パラレルポート�
シリアルポート （＊22）�
USB
ディスプレイ�

5"ベイ［空き］�
内蔵3.5"ベイ［空き］�

テレビチューナー�

録画機能�

データ放送�

mAgicTV録画機能�

FDD専用ベイ［空き］�

Windows® �
Millennium�
Edition搭載�
Windows® 2000�
Professional搭載�

1,280×1,024ドット�
1,280×768ドット�
1,024×768ドット�
800×600ドット�
640×480ドット�

最大容量（＊6）�
スロット数［空き］�

標準容量�
2次�
1次�

内蔵CD-R/RW・DVD-ROM・�
DVD-RAMドライブ（＊15）�

PCカードスロット�
PCIスロット（スロット数［空き］：サイズ）�

LAN
FAX/ボイスモデム�
外付スピーカー外形寸法（W×D×H）�
ステレオスピーカー�

オーディオ機能�

内蔵ハードディスクドライブ（＊14）�
内蔵フロッピィディスクドライブ�

画面解像度�
（最大表示色）�
（＊11）�

VRAM
グラフィックアクセラレータ�

メインメモリ（＊3）�

キャッシュメモリ�
システムバス�

チップセット�

CPU

Office XP �
Personalモデル�

FMVCE78553

CE7/855

2［1］�
384MB（＊8）�512MB（＊7）�512MB（＊7）�

2［1］�

3.5インチ（3モード：1.44MB/1.2MB/720KB）×1

【C7/1007T、C7/100WLTのみ】ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C38ch）�
（CS放送、BS放送と一部のケーブルテレビ（C39～C63ch）のチャンネルは受信できません。）�

【C7/1007T、C7/100WLTのみ】ビデオなどから録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の録画はできません。�
テレビ番組の録画などは、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。�

【C7/1007T、C7/100WLTのみ】MPEG2相当独自形式（mAgicTVのみで再生可能。ただし、MPEG2出力対応。）�
録画時間の目安（＊19）：約2050MB/時間（高画質）、約1200MB/時間（標準画質）、約900MB/時間（長時間）�

【C7/1007T、C7/100WLTのみ】ADAMS-P対応。データ放送は受信できない地域があります。また、ケーブルテレビによっては受信できないことがあります。�

【M7/1207T、K7/100WLT、AV7/765Tのみ】ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：VHF（1～12ch）、 UHF（13～62ch）、CATV（C13～C38ch）�
（CS放送、BS放送と一部のケーブルテレビ（C39～C63ch）のチャンネルは受信できません。）�

【M7/1207T、K7/100WLT、AV7/765Tのみ】ビデオなどから録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の録画はできません。�
テレビ番組の録画などは、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。（＊35）�

【M7/1207T、K7/100WLT、AV7/765Tのみ】MPEG2相当独自形式（mAgicTVのみで再生可能。ただし、MPEG2出力対応。）�
録画時間の目安（＊19）：約2050MB/時間（高画質）、約1200MB/時間（標準画質）、約900MB/時間（長時間）�

【M7/1207T、K7/100WLT、AV7/765Tのみ】ADAMS-P対応。データ放送は受信できない地域があります。また、ケーブルテレビによっては受信できないことがあります。�

最大56kbps（Ｖ.90/K56flex規格準拠）/14.4kbps（＊18）、Wakeup On Ring機能対応�
100BASE-TX/10BASE-T対応�

アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1
コネクタ4ピン×4 コネクタ4ピン×3

アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1

2［0］�

2［1］�
1［0］� ―�

―�

―�
―�

1［0］：標準搭載のCD-RW/DVD-ROMドライブ専用�

モジュラコネクタ 4ピン（RJ11）×2

―�

―�ヘッドウォーンマイク（マイク機能のみ）�ヘッドウォーンマイク（マイク機能のみ）�

温度 10～35℃   湿度 20～80%（ただし結露しないこと）�温度 10～35℃   湿度 20～80%（ただし結露しないこと）�
Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows®2000 Professional（Service Pack1）�Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows®2000 Professional（Service Pack1）�

4ピン×1 6ピン×1、4ピン×1 4ピン×24ピン×1

LANインターフェース（RJ45）×1 LANインターフェース（RJ45）×1
キーボード用：ミニDIN6ピン×1、�
マウス用：ミニDIN6ピン×1

キーボード用：ミニDIN6ピン×1、マウス用：ミニDIN6ピン×1
キーボード用：ミニDIN6ピン×1、�
マウス用：ミニDIN6ピン×1

モジュラコネクタ 4ピン（RJ11）×2

1［0］�
1［0］：標準搭載の�
CD-R/RW専用�

1［0］：標準搭載の�
CD-RW/DVD-ROMドライブ専用�

1［0］�
1［0］�

最大56kbps（Ｖ.90/K56flex規格準拠）/14.4kbps（＊18）、Wakeup On Ring機能対応�

3.5インチ（3モード：1.44MB/1.2MB/720KB）×1

64KB（CPU内蔵）�
128KB（CPU内蔵）�
200MHz（＊1）�

128MB（SDRAM-DIMM、PC133対応）�

128KB（CPU内蔵）�
200MHz（＊1）�

128MB（SDRAM-DIMM、PC100対応）（＊4）�

256KB（CPU内蔵）�
32KB（CPU内蔵）�
133MHz（＊2）�

128MB（SDRAM-DIMM、�
PC100対応）（＊4）�

128MB（SDRAM-DIMM、�
PC100対応）（＊5）�

256KB（CPU内蔵）� 128KB（CPU内蔵）�
32KB（CPU内蔵）�

133MHz（＊2）� 66MHz（＊2）�

―�

―�

FMVCE785F3

CE7/85F

―�

―�

FMVCE78573

CE7/857

―�

―�

FMVCE785L3

CE7/85L

―�

―�

FMVC7107T3

C7/1007T

―�

―�

FMVC710L3

C7/100L

―�

―�

FMVC710W3

C7/100WL

―�

―�

FMVC710WT3

C7/100WLT

―�

―�

FMVM71073

M7/1007

―�

FMVM71074

FMVM7127T3

M7/1207T

―�

―�

FMVK710WT3

K7/100WLT

―�

―�

―�

AV7/765T

FMVAV7765T

―�

VIA社製 Apollo KT133 Chipset Intel社製 810E Chipset
Intel社製 810E Chipset�
＋ディスプレイキャッシュ4MB

Intel社製 810E Chipset＋ディスプレイキャッシュ4MBVIA社製 ProSavageTM KL133 Chipset

16MB

―� 65536色� 65536色�―� ―� ―�
オプション（別売）（＊13）�オプション（別売）（＊13）�

―�
フルカラー（1677万色）�

フルカラー（1677万色）�

フルカラー（1677万色）�
フルカラー（1677万色）�

―�
フルカラー（1677万色）�
フルカラー（1677万色）�
フルカラー（1677万色）�

フルカラー（1677万色）（＊12）� フルカラー（1677万色）�
フルカラー（1677万色）�
フルカラー（1677万色）�

フルカラー（1677万色）（＊12）�
フルカラー（1677万色）（＊12）�

フルカラー（1619万色）�
フルカラー（1619万色）�
フルカラー（1619万色）�

フルカラー（1619万色）（＊12）�
フルカラー（1619万色）�
フルカラー（1619万色）�
フルカラー（1619万色）�

フルカラー（1619万色）（＊12）�―�

60GB（Ultra DMA/66）� 80GB（Ultra DMA/66）� 40GB（Ultra DMA/66）�60GB（Ultra DMA/66）�60GB（Ultra DMA/66）�40GB（Ultra DMA/66）�

88×128×126mm
タイムドメインスピーカー™

―�
付属液晶ディスプレイ内蔵�

90×110×160mm
外付（2W×2）�

Cirrus Logic社製 Crystal CS4281�
（PCIサウンド）AC97準拠�

チップセット内蔵 AC97準拠�
Cirrus Logic社製 Crystal CS4281�
（PCIサウンド）AC97準拠�

Cirrus Logic社製 Crystal CS4281 （PCIサウンド） AC97準拠�チップセット内蔵 AC97準拠�

3［0］� ―�3［1］：最大長254mm2［2］：最大長170mm（上段）、最大長150mm（下段）�2［1］：最大長170mm（上段）�2［2］：最大長200mm 2［1］：最大長170mm（上段）�

コネクタ4ピン×4
付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30ピン×1（＊21）、アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1

セントロニクス準拠 D-SUB25ピン×1（ECP/EPP対応）�
RS-232C D-SUB9ピン×1 16550A互換�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�
―�

―�

―�

リモコン（赤外線方式）（＊26）、�
リモコン受光器（USBインターフェース）�

リモコン（赤外線方式）（＊26）、�
リモコン受光器（USBインターフェース）�

リモコン（赤外線方式）（＊26）、�
リモコン受光器（USBインターフェース）�

リモコン（赤外線方式）（＊34）�リモコン（赤外線方式）（＊33）�

―�

―�100BASE-TX/10BASE-T対応�

本体内蔵�

9～12MB（＊10）� 11～14MB（＊10）�9～12MB（＊10）�

ワープロ/表計算�
ソフトなしモデル�

デ
ィ
ス
プ
レ
イ�

入
力
機
器�

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス�

テ
レ
ビ�

ベ
　
イ�

型
　
名�

コネクタ4ピン×3（本体）、×1（付属液晶ディスプレイ）�

CD-RW/DVD-ROM ドライブ�
（DVD：読出最大4.8倍速、�
CD：読出最大24倍速、�

書込/書換最大4倍速）（＊16）�

CD-RW/DVD-ROM ドライブ�
（DVD：読出最大8倍速、�
CD：読出最大32倍速、�

書込/書換最大8倍速）（＊16）�

CD-RW/DVD-ROM ドライブ�
（DVD：読出最大8倍速、�
CD：読出最大32倍速、�

書込/書換最大8倍速）（＊16）�

CD-RW/DVD-ROM ドライブ�
（DVD：読出最大8倍速、CD：読出最大32倍速、�

書込/書換最大8倍速）（＊16）�

CD-RW/DVD-ROM ドライブ�
（DVD：読出最大8倍速、�
CD：読出最大32倍速、�
CD-R：書込最大8倍速、�

CD-RW：書換最大4倍速）（＊16）�

CD-RW/DVD-ROM ドライブ�
（DVD：読出最大8倍速、CD：読出最大32倍速、�

CD-R：書込最大8倍速、CD-RW：書換最大4倍速）（＊16）�

DVD-ROM （DVD：読出最大12倍速、�
CD：読出最大40倍速）（＊16）、�
CD-R/RW（CD：読出最大32倍速、�

CD-R：書込最大8倍速、�
CD-RW：書換最大4倍速）�

CD-R/RW�
（CD：読出最大20倍速、�
書込/書換最大4倍速）�

CD-RW/DVD-ROM ドライブ�
（DVD：読出最大4.8倍速、�
CD：読出最大24倍速、�

書込/書換最大4倍速）（＊16）�

DVD-RAM（DVD-RAM：読出/�
書換2倍速（＊17）、DVD-ROM：読出�

最大6倍速、CD：読出最大24倍速）（＊16）、�
CD-R/RW（CD：読出最大32倍速、CD-R：書込�
最大8倍速、CD-RW：書換最大4倍速）�

PC Card Standard 準拠�
（TYPEⅠ／Ⅱ×1スロット）（＊20）�

PC Card Standard 準拠（TYPEⅠ／Ⅱ×1スロット）（＊20）�
PC Card Standard 準拠（TYPEⅠ／Ⅱ×2スロット�

またはTYPEⅢ×1スロット）（＊20）�

Intel® CeleronTM�
プロセッサ-766MHz

エンハンスト3DNow!TM�

テクノロジ 1.2GHz�
AMD AthlonTMプロセッサ�

エンハンスト3DNow!TM�

テクノロジ 1GHz�
AMD AthlonTMプロセッサ�

ATI社製 RAGE™128 Ultra 4XL（AGP）�Intel社製 82810E（AGP）（＊9）�
8MB（メインメモリと共用）�

VIA社製 VT8364（AGP）（＊9）� Intel社製 82810E（AGP）（＊9）�

Intel® Pentium®Ⅲ�
プロセッサ-1B GHz

Intel® Pentium®Ⅲ�
プロセッサ-1B GHz

エンハンスト3DNow!TMテクノロジ�

850MHz AMD DuronTMプロセッサ�

■ハードウェア仕様一覧�
AVモデル（AVシリーズ）�機種名�

※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。          �
注）208/209シリーズのパケット通信には対応しておりません。　注）H"は64kbpsに対応しています。�

ワンボディモデル（Kシリーズ）�

■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/index_sinfo.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�

N
T
T
ド
コ
モ
　
P
H
S

621S�
622S�
623P�
623N�
631S�
632P�
641SS�
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�
P156�
P157�
P201�
P205�
P206�
P207�
P208�
P209i�
P209iS�
P302�
P501i�
P502i�
P503i�
P601ev�
P811�
P821i�
D203�
D206�
D207�
D208�
D501i�
D502i�
DE207�

○�
○�
●�
●�
◎�

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

◎（M/C/K）�
△（M/C/K）�
○�

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

■PHS接続用USBケーブル�
（FMV-CBL12S）�

a
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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-PH30S�
KX-PH32S�
KX-PH907�
KX-PH921F�
KX-PH930�
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
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I
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ケ
ッ
ト
　
P
H
S
／
H''

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�

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

■PHS接続用USBケーブル�
（FMV-CBL103）�

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

●�
○�
○�
◎�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

a
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D
D
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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

○�
○�
○�
▲�
●�
○�
●�
○�
○�
○�
○�
●�
○�
○�
○�
●�
○�
▲�
○�
○�
●�
●�
▲�
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ン
／
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P
H
O
N
E

ER207�
ER209i�
KO207�
KO208�
NM157�
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�
536G�
537G�
538G�
539G�
701G

○�
○�
○�
○�
●�
●�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
◎�
●�
●�
○�
●�
◎�
○�
●�
●�
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I
D
O
）�

23 24



3.5インチ内蔵ベイ�×2（1）�
※TYPE IIIの場合は（1）となります。�TYPE I/ II

PCIスロット�×2（2）�
PCカードスロット�×（1）�

TYPE I/ II

PCIスロット�×2（2）�
PCカードスロット�×（1）�

TYPE I/ II

PCIスロット�×2（2）�
PCカードスロット�×（1）�

TYPE I/ II

PCIスロット�×2（2）�
PCカードスロット�×（1）�

TYPE I/ II

PCIスロット�×2（1）�
PCカードスロット�×（1）�

TYPE I/ II

PCIスロット�×2（2）�
PCカードスロット�×（1）�

TYPE I/ II

PCIスロット�×2（2）�
PCカードスロット�×（1）�

TYPE I/ II

PCIスロット�×2（1）�
PCカードスロット�×（1）�

PCIスロット�×3（1）�

TYPE I/ II
PCカードスロット�×（1）�

3.5インチ内蔵ベイ�×2（1）�
PCIスロット�×3（0）�

TYPE I/ II
PCカードスロット�×（1）� TYPE I/ II

PCカードスロット�×（2）�

※TYPE IIIの場合は（1）となります。�
TYPE I/ II

PCカードスロット�×（2）�

液晶� 液晶� 液晶�液晶� 液晶�液晶�

（リモコン付）� （リモコン付）� （リモコン付）� （リモコン付）� （リモコン付）�

 i-Panel�
（多機能表示ウィンドウ）� 標準搭載� 標準搭載� 標準搭載�

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� ワープロ/表計算なし�

Office XP Personalモデル�

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。�

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。�

Eメールで文章やデータを送受信
できます。�

Office XP Personalモデル�

Windows® 2000�
Professional搭載�

メモリ�

ハードディスク�
（HDD）�

ディスプレイ�

CD/DVD

CPU

通信機能�

スピーカー�

キーボード�
マウス�

ソフト�
※各組み合わせモデルを�
　お選びいただけます。�

拡張性�
※（　）の数字は�
　空きを表します。�

価格�

LINE UP

40GＢ� 40GＢ� 40GＢ� 40GＢ� 40GＢ� 40GＢ� 60GＢ� 60GＢ� 80GＢ� 60GＢ� 40GＢ�

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

AMD Duron™搭載の�
15型CRTセットモデル�

FMV-DESKPOWER CE7/855

Intel®�
Pentium®III�

プロセッサ�

1B GHz

Intel®�
Pentium®III�

プロセッサ�

1B GHz

Intel®�
Pentium®III�

プロセッサ�

1B GHz

Intel®�
Pentium®III�

プロセッサ�

1B GHz

Intel®�
Pentium®III�

プロセッサ�

1B GHz

Intel®�
CeleronTM�

プロセッサ�

766MHz

本体�
内蔵�

本体�
内蔵�

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

CD-RW/�
DVD-ROM

2ドライブ�
DVD-ROM�
�

CD-R/RW

2ドライブ�
DVD-RAM�
�

CD-R/RW
CD-R/RW

128MＢ� 128MＢ� 128MＢ� 128MＢ� 128MＢ� 128MＢ� 128MＢ� 128MＢ� 128MＢ� 128MＢ� 128MＢ�

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�

One Body

インターネット�

つなぐ�

み　る�

つくる�

Compact Microtower AV

2Ｗ×2

PS/2

2Ｗ×2

PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 PS/2ワイヤレス� ワイヤレス� ワイヤレス� ワイヤレス�

2Ｗ×2 2Ｗ×2 2Ｗ×2
液晶�
ディスプレイ�
内蔵�

液晶�
ディスプレイ�
内蔵�

液晶�
ディスプレイ�
内蔵�

タイムドメイン�
スピーカー™

タイムドメイン�
スピーカー™

15型�
 CRT

15型�
TFT

17型ワイド�
 デジタルTFT

15型�
 デジタルTFT�
（USBハブ内蔵）�

17型�
 フルフラットCRT

15型�
 フルフラットCRT

17型�
 フルフラットCRT

17型�
 フルフラットCRT

15型�
 フルフラットCRT

17型�
 フルフラットCRT

17型ワイド�
 デジタルTFT�
（USBハブ内蔵）�

17型ワイド�
 デジタルTFT�
（USBハブ内蔵）�

エンハンスト3DNow!TM�
テクノロジ�
AMD AthlonTM�
プロセッサ�

1GHz

エンハンスト3DNow!TM�
テクノロジ�
AMD AthlonTM�
プロセッサ�

1.2GHz

エンハンスト3DNow!TM�
テクノロジ�
AMD DuronTM�
プロセッサ�

850MHz

40GＢ�

128MＢ�

エンハンスト3DNow!TM�
テクノロジ�
AMD DuronTM�
プロセッサ�

850MHz

エンハンスト3DNow!TM�
テクノロジ�
AMD DuronTM�
プロセッサ�

850MHz

エンハンスト3DNow!TM�
テクノロジ�
AMD DuronTM�
プロセッサ�

850MHz

新登場�

見やすい大画面&高精細の�
17型フルフラットCRT�
セット上位モデル�

FMV-DESKPOWER CE7/857

新登場�

省スペースで�
見やすい15型TFT�
液晶セットモデル�

FMV-DESKPOWER CE7/85L

新登場�

テレビチューナー内蔵の�
17型フルフラットCRT�
セットモデル�

FMV-DESKPOWER C7/1007T

新登場�

見やすく、高精細な�
15型デジタルTFT�
液晶セットモデル�

FMV-DESKPOWER C7/100L

新登場�

ワイド画面表示可能な�
17型ワイドデジタルTFT�
液晶セットモデル�

FMV-DESKPOWER C7/100WL

新登場�

テレビチューナー内蔵の�
17型ワイドデジタルTFT�
液晶の上位モデル�

FMV-DESKPOWER C7/100WLT

新登場�

AMD Athlon™搭載の�
17型フルフラットCRT�
セットモデル�

FMV-DESKPOWER M7/1007

新登場�

DVD-RAM搭載の�
17型フルフラットCRT�
セットモデル�

FMV-DESKPOWER M7/1207T

新登場�

CD-RW/DVD-ROM搭載の�
17型ワイドデジタルTFT�
液晶一体モデル�

FMV-DESKPOWER K7/100WLT

新登場�

テレビチューナー内蔵の�
15型フルフラットCRT�
一体モデル�

FMV-DESKPOWER AV7/765T

新登場�

CEシリーズ� Cシリーズ� Mシリーズ� AVシリーズ�Kシリーズ�

━� ━� ━� ━�━�━�━�━� ━�

オプション�

拡張RAMモジュール-256MB�
FMVDM256TB※4/FMVDM256TC※5�

FMVDM256UA※2/FMVDM256V※3�

標準価格：92,000円（税別）�
※1 Cシリーズ、Kシリーズ用PC100対応メモリ ※2 CEシリーズ、Mシリーズ用PC133対応メモリ�
※3 AVシリーズ用PC100対応SO-DIMMメモリ ※4 Kシリーズ用PC100対応メモリ�
※5 Cシリーズ用PC100対応メモリ�
※ 2001年4月16日より価格改訂しております。�

拡張RAMモジュール-128MB�
FMVDM128TB※1/FMVDM128UA※2/FMVDM128V※3�
標準価格：46,000円（税別）�

拡張RAMモジュール-64MB�
FMVDM64TB※1/FMVDM64UA※2/FMVDM64V※3�
標準価格：23,000円（税別）�

メモリ SDRAM-DIMM、SPD付、ECCなし�

快適なインターネット環境を提供する通信機器�

ＦＤＤユニット（ＵＳＢ）�
FMFD-51S�
標準価格：12,000円（税別）�
●ＵＳＢ接続外付3.5型ＦＤＤユニット�
※CEシリーズ、Kシリーズ、AVシリーズ用オプションです。�

フロッピィディスクドライブ�

ワイヤレスLANステーション※1※2※3�

FMWT-201�
標準価格:64,800円（税別）�

ワイヤレスステーション�
（Bluetooth™対応）�

FMWT-401�
標準価格:41,800円（税別）�

ワイヤレスLANカード（PCカード）※2※3�
FMV-JW181�
標準価格:23,800円（税別）�

Bluetooth™PCカード�

FMV-JW281�
標準価格:20,000円（税別）�

ISDNターミナルアダプタ※4�
FMTA-103�
標準価格:49,800円（税別）�

携帯電話接続用�
USBケーブル�
FMV-CBL11S�
標準価格:5,000円�
 （税別）�

cdmaOne接続用USBケーブル�
FMV-CBL104�
標準価格:5,000円（税別）�

PHS接続用USBケーブル�
FMV-CBL12S、FMV-CBL103�
標準価格:5,000円（税別）�

※1 インターネットプロバイダーのIDを同一IDで使用の場合のみ、複数のパソコンで同時に
インターネットを利用できます。AOLなどのアプリケーションを必要とするプロバイダーで
は本装置はご利用になれません。ワイヤレスLANステーション1台に対してワイヤレス
LANカード10台以下で使用することを推奨します。�

※2 心臓用ペースメーカなどの医療機器からは22cm以上離してご利用ください。�
※3 推奨見通し半径25m以内ですが、壁の有無など使用環境により、通信範囲は異なります。�
※4 Windows® Meでは、RS-232C接続のみ対応。なお、RS-232Cは、Mシリーズのみです。�

「ワイヤレスLANステーション・ワイヤレスLANカード・ワイヤレスステー
ション（Bluetooth™対応）・Bluetooth™PCカード使用上の注意」�
この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・
医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免
許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュ
ア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。�

1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。�
2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器
の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。�
3.ワイヤレスLANカードとBluetooth™PCカードを同時に使用することはできません。�

マークの説明�

テレビ番組の鑑賞や、録画ができ
ます。�

高画質、高音質なDVDソフトの再
生が可能です。�

携帯電話と接続して、データの管理、
編集、閲覧が可能です。�

DVD-RAMに大容量データを保存
できます。�

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。�

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。�

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。�

（オープン価格の商品は標準価格を定めていません。）�

型
名�

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

FMVCE78553

─�

FMVCE78573

─�

平面&高精細で見やすい�
15型フルフラットCRT�
セットモデル�

FMV-DESKPOWER CE7/85F

新登場�

FMVCE785F3

─�

FMVCE785L3

─�

FMVC7107T3

─�

FMVC710L3

─�

FMVC710W3

─�

FMVC710WT3

─�

FMVM71073

FMVM71074

FMVM7127T3

─�

FMVK710WT3

─�

FMVAV7765T

─�

ブロードバンドポート�
（LAN）�

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）�

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。

25 26

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。（AVシリーズを除くFMV-DESKPOWER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年迄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。

※画面はハメコミ合成です。



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。

★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7月現在のものです。

CB2609-2 2001年7月T

富士通株式会社

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�

サポート充実で初心者の方でも安心

●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。

■商品ご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）
■カタログについてのご注意
●本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､画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●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。●本カタログのディスク容量は､
1MB=10002 byte、1GB=10003 byte換算値です｡1MB=10242 byte、1GB=10243 byte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。●本製品に組み込まれている1.2MB
フロッピィドライバは、当社製品FMR／FMTOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピィ用であり、そ
れ以外の機種でフォーマットされた1.2MBフロッピィは読み書きできない場合があります。●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。また、一
部機能が制限される場合があります。●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、マニュアルなどの記載については、一部汎
用的な表現を使用している場合があります。●プレインストール／添付ソフトのマニュアルの中にはソフ
トのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。
■商品のご使用について
●WindowsMe用、Windows2000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。●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）や画像の複製（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、上記の目的を超える場合は、著作
権者の許諾が必要です。●オプション機器ご購入の際には､あらかじめ富士通パソコンFAXサービスの
「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」または、富士通パソコン情報ページ「FMWORLD.NET」の「FMV
シリーズ システム構成図」を参照し､接続を確認したうえでお買い求めください。●テレビやビデオから
取り込んだ映像データおよび音声データは､個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。●パ
ソコン本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っ
ておりません。●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など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の保証はされ
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。●本カタログに記載さ
れた商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店などにご確認のうえ、お
選びください。●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。●TFT液晶ディ
スプレイは高精度な技術を駆使し、一画面上に235万個以上の画素（ドット）より作られています。このた
め、画面上の一部に非点灯や常時点灯するドットが存在する場合がありますが、故障ではありませんので
あらかじめご了承ください。●画面の表示内容によっては、15型フルフラットCRT(アパーチャグリルタ
イプ)では1本、17型フルフラットCRT(アパーチャグリルタイプ)では2本の横線が見えます。これはアパー
チャグリル方式のブラウン管において、構造上必要なダンパー線の影が見えるものです。故障ではあり
ませんので、あらかじめご了承ください。●AVシリーズでは、内蔵スピーカーで音声出力をする際、画面
がゆれるように見える場合があります。●本製品には、有寿命部品（CRT、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。●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、操作指導等に要する料金および廃却に伴う費用等は含まれておりません｡●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。●本製品を海外に輸出する、また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。●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。
■商標について
●Intel、Pentium、Celeron、およびIntel InsideロゴはIntel Corporationの商標または登録商標です。
●AMD、AMDロゴ、AMD Athlon、AMD Duron、3DNow!はAdvanced Micro Devices,Inc.の商標です。
●Microsoft、Windows Officeロゴ、Outlook、Bookshelf、Windowsロゴは､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。●RAGEは、ATI Technologies INCの商標です。●DragonSpeech
はDragon Systems,Inc.の商標です。●iモードはNTTドコモの登録商標です。●iEPG、トリニトロンは、
ソニーの登録商標です。●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。●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、デュアルフラップデザ
イン、フレキシブルベース、AzbyClub、ROOMWAVE、おしゃべりホームページは富士通株式会社の商
標または登録商標です。●その他の名称については､一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

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

■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。

■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。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）

■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 メニューボタン

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。

Kシリーズ

Cシリーズ M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。

■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」─

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）�

・・ ・・ ・・ ・・

◎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。）


