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家族思いの P Cが、  
揃いました。  
家族発想で生まれた、家族のためのパソコン。 

それが、NECのファミリーPCコレクション。 

毎日、みんながやさしくつきあえる操作性や 

やりたいコトをすぐカタチにできる機能やソフト。 

そして、家族で上手に使い分けるための工夫が満載。 

ライフスタイルに合わせていろいろ選べる 

充実のラインナップも魅力です。 

さあ、家族の理想の1台を、一緒に見つけてみませんか。 
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家族のパソコンを、自分だけの環境で自由に楽しみたい…。「ファミリー

ボタン＊1」や「ファミリーリング＊2」を使えば、そんな願いもすぐに実現

します。デスクトップ画面やEメール、

個人ファイルなど、自分だけの環境

にカンタン操作で切り替えられる

から、まるで自分専用のパソコンを

扱う感覚で、家族が上手に使い分け

できます。　 
 
＊1：VALUESTAR F、LaVie Fに搭載。 
＊2：VF300/5Dを除きます。 

家族のスケジュールや家族宛てのメッセージを書き込み・確認したり、

その日の天気・占い・ニュースなどの情報を自由に組み合わせて表示

することもできる「ファミリーウィンドウ＊」。外出先のPCや携帯電話

から、伝言の書き込み・

閲覧が行えるなど、家族

の情報を楽しく共有する

ための機能が充実です。 
 
＊VF300/5Dは一部画面・機能が 
　異なります。 

ファミリーウィンドウ 

楽しさに家族が集まる、 

ファミリースタンダードモデル。 

想い想いのスペースで自由に使いこなせる、 

ノートブックモデル。 

ファミリーボタン 

ファミリーリング 
詳しくはP12へ 

詳しくはP14へ 
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多彩なDVDメディアを用途に合わせて使い分けできる、DVDマルチ

ドライブを搭載＊1。これにより、規格の異なるDVD-RAM、DVD-R、

DVD-RWへの記録・再生にも1台で対応できます。また、「SmartHobby＊2」

を使えば、デジタルビデオカメラで撮った映像の取り込み～編集

～DVDへの書き込みといった

一連の作業もカンタン。家族の

作品づくりも手軽に実現します。 
 
＊1：VF300/5Dを除きます。 
＊2：VF300/5Dは一部画面・機能が異なります。 

SmartHobby

こだわりのインテリアにも美しく調和する、 

スタイリッシュモデル。 

ハイパワーCPUと拡張性・静音性を誇る、 

スーパーデスクトップ。 

ディスプレイパネル全面を振動させることで、PCとは思えない

ほどの臨場感あるサウンドを聴かせる「SoundVu」搭載モデル＊1や、

パソコンでテレビ鑑賞や録画が自在に楽しめる、テレビチューナ

内蔵モデル＊2なども充実。また、すべてのモデルがDVDビデオ再生に

対応しました。プライベート

シアターとして、映画・ドラマ・

ライブなどの音と映像の世界

を存分に満喫できます。 
 
＊1:VF700/6D・VS700/6DB・VS500/6DA・　
　　VS500/6DBに搭載 
＊2: VF300/5D・LaVie Fを除きます。 

詳しくはP16へ 

詳しくはP18へ 



はじめませんか、 

家族でリビングP Cライフ。 

家族で作品づくりに励んだり、 

美しい音と映像の世界を味わったり。 

リビングに家族が自然と集まる暮らしを 

ファミリーPCで、はじめませんか。 
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楽しさに家族が集まる、ファミリースタンダードモデル。 

 



VF700/6D

DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R DVD-ROM

書き込み 読み出し 

VF500/6D

VF300/5D

CD-ROM

ボタンを 
ポン！ 
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家族のパソコンを一人ひとりの環境で楽しむために、便利な使い分け

機能を満載しました。「ファミリーボタン」を使えば、4つのボタンから

自分専用のボタンを選んで押すだけで、メールやアドレス帳、個人

ファイル、「お気に入り」に登録したサイトなどをまとめて切り替え可能。

また、アイコンをクリックするだけでスムーズに切り替えられる

「ファミリーリング＊」も採用しました。さらに、新着メールの有無や

誰宛てにメールが届いた

のかを光で知らせる

「ファミリーランプ」も装備。

1台のパソコンを家族で

上手に使い分けることが

できます。 

家族で上手に使い分けるための 
工夫が盛りだくさん。 

パソコンでテレビ鑑賞が楽しめる、テレビチューナ＊（ハードウェア

MPEG2リアルタイムエンコーダボード）を搭載しました。もう1台の

テレビとしてお気に入りの番組を見たり、TV鑑賞ソフト「SmartVision＊」

の活用で、ハードディスクやDVDへの録画・記録も手軽に楽しめ

ます。また、添付の専用リモコン

を使えば、リビングのテレビと

同じ感覚で、快適に操作できます。

＊VF700/6D・VF500/6Dに搭載 

テレビを見るのも、録るのも、 
これからはパソコンにおまかせ。 

インターネットやEメールから動画編集にいたるまで、家族みんなの

快適なコンピューティングを実現するために、処理能力の高いインテル

Pentium　4プロセッサを搭載＊1。

また、余裕ある512MBの大容量

メモリ＊2をあらかじめ内蔵するな

ど、家族のメインマシンにふさわ

しい十分なパワーを備えてい

ます。 

＊1：VF700/6Dに搭載　 
＊2：VF700/6D・VF500/6Dに搭載 

家族みんなで使うから 
高速CPU＆大容量メモリ搭載。 

VALUESTAR Fには、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWのそれぞれ

の規格に対応する、DVDマルチドライブ＊を搭載しました。DVDの

再生やデータ保存を1台でまるごとカバー。用途に合わせてDVDを

上手に使い分けることもできます。もちろん、家族の思い出の映像や

画像がつまった、オリジナルDVD作品づくりにも大活躍です。 

＊VF700/6D・ 
    VF500/6Dに搭載 

大容量データ保存も 
DVD作品づくりも、1台にすべておまかせ。 

17型ディスプレイモデルでは、画像の明るさがボタンひとつで切り

替えられる「VISUAL」モード対応・高輝度ワイド液晶に加え、ディス

プレイパネル全体を振動させて広がりある音を出す「SoundVu＊」 

を採用。ディスプレイ背面で重低音を奏でるサブウーファシステムと

ともに、臨場感あふれるサウンド

を再現します。 

＊VF700/6Dに搭載 

DVDやテレビの楽しさをさらに広げる 
明るい液晶ディスプレイ＆迫力のサウンド。 

お部屋のインテリアにやさしく調和する、ホワイトを基調とした

ナチュラルデザインを採用。添付の光センサーPS/2マウスや外付け

FDDも同じホワイトカラーで美しくコーディネイトしました。また、

家族の楽しさやあたたかみをイメージしたオレンジのアクセントや

角のないラウンドデザインを採用し、家族みんなが親しめるパソ

コンに仕上げました。 

リビングに美しくフィットする 
ナチュラルなデザイン＆カラー。 

メールが着信すると… 
光でお知らせ！ 

ファミリーボタン ファミリーランプ 

※「ブロードバンドスクールモデル」の 
　詳しい内容については、最終ページを 
　ご覧ください。 
 

＊VF700/6D・VF500/6Dに搭載 

※VF700/6Dのみ標準添付 FDD カメラ マウス テレビチューナボード SmartVision

ファミリーボタン切り替え　処理速度比較 
※VF700/6Dで計測（当社調べ） 

処理速度時間 低速 高速 

1人ログオン、2人目起動 2人ログオン、3人目起動 

512MB

256MB

こんなに速い！ 

VF700/6D

VF500/6D

VF300/5D

継続販売 
モ デ ル  

充実のインターフェイス 

CD/DVDドライブ 
 

ディスクトレイ 
イジェクトボタン 

電源スイッチ 

PCカードスロット×2

光デジタルオーディオ 
（S/PDIF）出力端子 

IEEE1394コネクタ（４ピン） 

USBコネクタ 

パラレルコネクタ 

上から 
音声出力端子 
音声入力端子 

マイクロフォン端子 
IEEE1394コネクタ（4ピン） 

上から 
電話機用モジュラーコネクタ 

電話回線用モジュラーコネクタ 
LANコネクタ 

ハードウェアMPEG2リアルタイム 
エンコーダ付き 

テレビチューナボード※ 

上から 
USBコネクタ×2 

PS/2マウスコネクタ 
PS/2キーボードコネクタ 

DVI-Iコネクタ 

※VF700/6D・VF500/6D



家の中すべてを 

P C空間に変えてしまおう。 

リビングで、自分の部屋で、キッチンで…。 

　PCを一人ひとりの好きなスペースで 

自由に使ってみたいと思いませんか。 

個性を大切にする家族へ向けたチョイスです。 
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想い想いのスペースで自由に使いこなせる、ノートブックモデル。 
 



ボタンを 
ポン！ 

16倍速 8倍速 8倍速 2倍速 1倍速 2倍速 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 24倍速 

音楽CD、ビデオCD、 
フォトCD、CD-ROM

読み出し 書き込み 書き換え 読み出し 書き込み 書き換え 書き換え 
DVD 
マルチ 
ドライブ 

DVD-ROM 
　（DVD-Video） 

CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD-RAM
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1台のパソコンを家族一人ひとりの環境で使い分けることも、                                                                 

　　　 ならカンタンに実現。「ファミリーボタン」を使えば、4つの 

ボタンから自分用のボタンを選んで押すだけで、メールやアド

レス帳、個人ファイル、「お気に入り」に登録したサイトなどをまと

めて切り替え可能。また、アイコンをクリックするだけで切り替え

られる「ファミリーリング」も採用しました。さらに、新着メールの

有無や誰宛てにメールが届いたのかを光で知らせる「ファミリー

ランプ」も装備するなど、小さなボディに、家族で上手に共有する

ための機能を盛り込みました。 

家族みんなが快適に使えるように、 
独自の使い分け機能を満載。 

外光の映り込みを抑えた、明るく鮮やかな15型「スーパーシャイン

ビュー液晶」と、ATI社製のグラフィックアクセラレータ内蔵チップ

セット「RADEONTM IGP 340M」を採用しました。デジタルカメラで

撮った写真や動画をはじめ、DVDや3Dゲームもスムーズでクリア

に表示できます。 

DVDやテレビがキレイに楽しめる、 
明るく見やすい液晶ディスプレイ。 

           は、部屋から部屋への持ち運びにも便利なノートブック

タイプ。家族一人ひとりの使いたいスペースへ移動して、自由な

スタイルで活用できます。また、シンプルなフォルムが印象的な

ボディには、清潔感のあるホワイトカラーをベースにオレンジ

のアクセントを加えてコーディネイト。空間にすっきり調和する

シンプルでクリーンなデザインに仕上げました。 

好きな空間で自由に使える、 
スマートなノートブックスタイル。 

DVDマルチドライブを標準装備した           なら、デジカメ画像

やダウンロードファイルなど、ハードディスクにたまっているデータ

も気軽にDVDへ保存・整理できます。DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW

のそれぞれの規格に対応しているので、

用途に合ったDVDメディアを上手に使い

分けることが可能。便利で楽しい

DVDライフを実現します。 

DVDメディアへのデータ保存や 
オリジナルDVDづくりが快適。 

メモリースティックとSDメモリーカードを本体へダイレクトに差し

込める、専用スロットを装備。デジタルカメラで撮影した写真データを

取り込んだり、ポータブルオーディオ用に音楽データ＊を書き出す

場合なども、アダプタを使わずスマートにメモリメディアを活用でき

ます。また、USB2.0インターフェイスも装備しているので、最新の

周辺機器を接続し、高速・快適なデータのやりとりも実現できます。 
 
＊本機はメモリースティックおよびSDメモリー
カードの著作権保護機能をサポートしておりま
せん。著作権保護されていないデータのコピー
は可能ですが、ダウンロード購入した音楽データ
など著作権の保護されたデータはコピーできま
せん。メモリースティックPROには対応しており
ません。 

デジカメ画像や音楽ファイルを 
ダイレクトに取り込める、デュアルメモリースロット。 

メールが着信すると… 
光でお知らせ！ 

ファミリーボタン ファミリーランプ 

            には、ゆとりある512MBの大容量メモリを標準で搭載

しました。画像などを扱う場合

でもスムーズな作業が実現

するほか、複数のソフトウェア

を同時に立ち上げる場合など

にも便利。家族の快適なPC

ワークを実現させます。 

大容量メモリの搭載で、 
家族のPCワークもいっそうスムーズ。 

※「ブロードバンドスクールモデル」の 
　詳しい内容については、最終ページを 
　ご覧ください。 
 

ファミリーボタン切り替え　処理速度比較 
※LF750/6Dで計測（当社調べ） 

処理速度時間 低速 高速 

1人ログオン、2人目起動 2人ログオン、3人目起動 

512MB

256MB

こんなに速い！ 

LF750/6D

充実のインターフェイス 

背面 

右側面 

左側面 

フロッピーディスクドライブ 

DVDマルチドライブ 

デュアルメモリースロット 
（SDメモリーカード/メモリースティック対応） 

PCカードスロット×2

USBコネクタ×2

外部CRT用コネクタ 
シリアルコネクタ 

パラレルコネクタ 

左から 
LANコネクタ 
電話回線用モジュラーコネクタ 

マウス/テンキーボード用コネクタ 

USBコネクタ×2

DCコネクタ 
 

S映像出力端子 
 

IEEE1394コネクタ 
 



暮らしの中に  

美 しいＰＣという提案。  

インテリアに美しく調和する 

デザインと高水準な性能がひとつに融合。 

多彩な機能をシンプル＆スタイリッシュに 

使いこなしたいという感性に提案します。 
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こだわりのインテリアにも美しく調和する、スタイリッシュモデル。 
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液晶一体型ならではのスマートなフォルム。簡潔で美しいライン。

そして、サイドやリアビューの造形にも丁寧にこだわるなど、すみずみ

までシンプル＆スタイリッシュを追求。こだわりあるインテリアや

家具にもしっくり調和するデザインと質感が自慢です。また、家族

のパーソナリティに合わせて選べる、シックな“スターリーナイト

ブラック”とノーブルな“スノーフレークホワイト”の2ボディカラー＊

を用意しています。＊VS700/6DBはスターリーナイトブラックのみ 

インテリアに美しく調和する 
シンプル＆スタイリッシュデザイン。 

VALUESTAR FSには、充電式ワイヤレスキーボードを採用。本体に

ケーブルを接続しなくてもキーボードを操作できるので、デスク

トップのスペースや使い勝手に合わせてフレキシブルに配置でき

ます。また、クレードルタイプの充電スタンドを添付。パソコンを

使い終えたら、充電スタンドにセットするだけで充電できます。

さらに、キーボード上でマウス操作ができる光学式トラックボールや、

クリック操作やスクロールなどの操作が行える5ボタンも備え、

操作性にも十分こだわりました。 

自由なスタイルで快適に操作できる、 
ワイヤレスキーボード。 

便利なDVDメディアを存分に活用できる「スロットインDVDマルチ

ドライブ」を標準装備。規格の異なるDVD-RW、DVD-R、DVD-RAM

への記録・再生に1台で対応し、用途に応じてDVDメディアを上手

に使い分けできます。ディスクトレイのないスロットインタイプに

より、省スペース性とスマートなディスクの出し入れも実現しま

した。さらに、高速な処理能力を

誇るインテル Pentium　4プロセッサ＊、

大容量HDDなど、スタイリッシュな外

観に負けない高水準なパフォーマン

スを確保しています。 

＊VS700/6DBに搭載 

快適なコンピューティング を実現する、 
スペック＆ドライブを充実。 

ディスプレイパネル全体を振動させることで、広がりと臨場感

あるサウンドを生みだす「SoundVu」を採用。さらに、本体のリア部

には低音域をパワフルに再生するサブウーファを内蔵し、高音質を

追求。DVDやCD再生時にも、パソコンとは思えないほどのクオリ

ティ・サウンドが楽しめます。 

DVDやCDの音声を臨場感いっぱいに 
聴かせる、迫力のサウンド設計。 

テレビチューナ（ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ

ボード）を搭載しているので、お気に入りのテレビ番組もPCで視聴

できます。さらに、TV鑑賞ソフト「SmartVision」を活用すれば、

見たい番組をハードディスクに録画したり、DVDビデオにして

コレクションすることも自在です。また、リビングのテレビと同じ

ように快適に操作できる、専用リモコンも添付しています。 

テレビを「見る・録る・残す」が、 
これからはパソコンで楽しめる。 

テレビチューナボード SmartVision

充実のインターフェイス 

輝度調整ボタン 

左から 
NIGHT MODEボタン 
VISUALボタン 
電源スイッチ 

スロットインDVDマルチドライブ 

SDメモリーカードスロット 
左から 

VHF/UHFアンテナ端子 
S映像入力端子 
映像入力端子 

音声入力端子（L） 
音声入力端子（R） 

電話回線用モジュラーコネクタ 
LANコネクタ 

PCカードスロット×2

左から 
USBコネクタ×2 
IEEE1394コネクタ（4ピン） 
光デジタルオーディオ 
（S/PDIF）出力端子 
ヘッドフォン端子 
マイクロフォン端子（モノラル） 
音声出力端子（ステレオ） 
音声入力端子（ステレオ） 

USBコネクタ×2

 

サブウーファ 

キーボード充電スタンド 

スクロールボタン 

クリックボタン（右） 
クリックボタン（左） フォワードボタン 

バックボタン 

光学式トラックボール 

VS500/6DA
（スノーフレークホワイト） 
 

VS500/6DB
（スターリーナイトブラック） 
 VS700/6DB

（スターリーナイトブラック） 
 



そ の 圧 倒 的 な ス ペ ッ ク を  

体 験 し て み ま せ ん か 。  

それは、家族の思いをカタチにする実現力。 

ビデオ・画像編集から3Dゲームまで。 

PCで挑戦したかったすべてのことを、 

圧倒的なパワーでかなえてみませんか。 

10

ハイパワーCPUと拡張性・静音性を誇る、スーパーデスクトップ。 

写真のデジタルビデオカメラはGR-DVP9（別売）です。 
日本ビクター株式会社お客様ご相談センター 
フリーダイヤル　0120-2828-17 
携帯電話、PHSからのご利用は 
東京　03-5684-9311　大阪　06-6765-4161 
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）9：00～17：00



充実のインターフェイス 

ダイヤルオープナー 
 
 
 
 
 

処理速度時間 低速 高速 

11

PCの処理パフォーマンスが高くなると、それに比例し、CPUやグラ

フィックボードによる発熱量も上昇するという問題が生じます。そこで、

VALUESTAR FZでは新開発の水冷システムを採用。冷却液を循環

させてCPUを効率的に冷却することで、筐体内部の温度を可能な

限り低く保ち、安定したシステム稼働を実現しています。また、

つねに滑らかに駆動し、気になるアクセス音を最小限に抑えた、

静音化を実現するハードディスクを採用するなどの配慮で、駆動音は

約30dBと、ささやき声程度の静音性も誇ります。 

安定したシステム稼働を実現させる、 
独自の水冷システム。 

フロントパネル内には、AV端子、デュアルメモリースロット（SDメモリー

カード/メモリースティック対応）、PCカードスロットを装備。使用頻度

の高いインターフェイスを前面に配置することで、ビデオカメラやビデオ

デッキの映像をDVDビデオにしたり、デジカメ画像の取り込み、音楽

ファイルの書き出しなどが快適に行え

ます。また、PCカードを用いたワイヤレス

LANの構築などにも、便利に活用できます。 

映像・画像・音楽などの 
取り込み＆書き出しに便利な、前面スロット。 

テレビチューナの搭載で、パソコンでテレビ鑑賞が楽しめます。

しかも、テレビの2重映りを抑えるゴーストリデューサ、色にじみを

抑える3次元Y/C分離回路、目ざわりなノイズを抑えるデジタルノイズ

リダクション機能、外部映像入力時の映像のゆらぎを抑えるタイム

ベースコレクタ機能などを備えた、高画質なテレビチューナボード

（ハードウェアMPEG2リアルエンコーダ/デコーダボード）を搭載。これに

より、美しい画質が得られます。また、録画時はハードディスクに記録

するので、録画のたびにビデオテープの用意や巻き戻しの手間がいら

ないほか、番組の途中からでも録りたいシーンまでさかのぼって録画が

できるなど、パソコンならではの新しいテレビの楽しみ方を体験できます。 

テレビの視聴・録画がキレイに楽しめる、 
高画質テレビチューナ搭載。 

高速グラフィックアクセラレータや、高速LAN「ギガビットイーサ」

（1000BASE-T）の標準装備など、高度な基本スペックを誇る

VALUESTAR FZ。さらに将来も、必要に応じたマシンスペックの

アップグレードをフレキシブルに実現できます。ボディ側面の

カバーをダイヤルオープナーで取り外せば、各種拡張スロットへ

スムーズにアクセス可能。AGPスロットとPCI×3スロット＊1を利用し、

グラフィックボードのスピードアップや新機能の追加、ダブル

HDDベイ＊2に2nd HDD追加搭載も自在です。家族のメインマシン

として末長く使える、優れた拡張性を備えています。 

性能を自在にアップグレードできる、 
優れたシステム拡張性。 

エンターテイメントや創作活動など、家族のさまざまな使い勝手を

満たすために、最高水準のパフォーマンスを追求したファミリー

PC。それがVALUESTAR FZ。群を抜く処理能力を誇るハイパー

スレッディングテクノロジ対応Pentium 4プロセッサをはじめ、大容量

メモリ512MB（PC2700対応）、高速グラフィックアクセラレータ

（RADEONTM9100・VRAM：64MB）などのスペックが、動画や画像

などのさまざまな作業も高速に処理。また、最新の3Dゲームなど

でもゆとりあるパフォーマンスを実感できます。 

ホームマルチメディアを快適に楽しめる、 
ハイレベルなパフォーマンスを確保。 

VZ700/6F

RADEONTM9100 
 

ギガビットイーサ 

AGPスロット 

PCI×3スロット＊1 ダブルHDDベイ＊2

●基本パフォーマンス ●拡張性 

＊1：出荷時空き×2　＊2：出荷時空き×1

＊本機はメモリースティックの著作権保護機能をサポートしておりません。著作権保護されていないデータの
コピーは可能ですが、ダウンロード購入した音楽データなど著作権の保護されたデータはコピーできません。
メモリースティックPROには対応しておりません。 

左から 
S映像入力端子 
映像入力端子 
音声入力端子（L） 
音声入力端子（R） 

電源スイッチ 

デュアルメモリースロット 
（SDメモリーカード/メモリースティックスロット対応） 

IEEE1394コネクタ（4ピン） 

USBコネクタ×2

左から 
マイクロフォン端子 
音声出力端子 
音声入力端子 

USBコネクタ×3

光デジタルオーディオ 
（S/PDIF）出力端子 

左から 
アナログRGBコネクタ 
シリアルコネクタ 

パラレルコネクタ 

LANコネクタ 

左から 
PS/2キーボードコネクタ 
PS/2マウスコネクタ 

AGPスロット 

ハードウェア 
MPEG2リアルタイムエンコーダ/ 
デコーダボード 

上から 
電話機用モジュラーコネクタ 
電話回線用モジュラーコネクタ 

IEEE1394コネクタ（4ピン） 

DVDマルチドライブ 

タスクA

タスクB

タスクA

ハイパースレッディングテクノロジ技術の概念図をイラスト化 

ハイパースレッディングテクノロジ非対応CPU 
の場合、扱えるタスクは1つずつ 

ハイパースレッディングテクノロジ対応CPU 
の場合、マルチCPUのように複数のタスクを 
並行して処理でき、処理時間が短縮される 

タスクB

こんなに速い！ 

世界初 
 

※デスクトップPCでの採用で世界初 
　（2003年5月現在（当社調べ）） 

PCカードスロット×2



ボタンを 

ポン！ 

VALUESTAR F

LaVieF

VALUESTAR F

＊ 

LaVie F

音で 
お知らせ！ 

パソコンを家族みんなで使いたいけれど、一人ひとりの

プライバシーや個性も大切にしたい。自分宛てのメールを

家族に見られたり、大切な文書データを間違って捨てられて

しまったりと、問題もいろいろ…。これを解決するのがNEC

の新発想、「ファミリーボタン」と「ファミリーリング」です。

メールやアドレス帳、マイドキュメント、「お気に入り」フォルダ

に登録したサイトなど、家族一人ひとりの環境設定を、カン

タン操作で切り替えOK。自分のボタンを押す、または、自分

のアイコンをクリックするだけのカンタンさ。自分専用の

パソコンを使う感覚で、安心して活用できます。 

家族の使い分けがワンタッチ、 
「ファミリーボタン」と「ファミリーリング」。 

デスクトップ画面やインターネットの「お気に入り」、メールやアドレス帳、マイドキュメントといった 
個人ごとのユーザ環境が、ワンタッチまたはワンクリックで、スピーディに切り替えられます。 

家族の不注意で、仕事の大切な

データが消失…。自分のデータには

ほかの誰も触れないから、そんな

心配もこれからは無用だね。 

 

パソコンに詳しくないボクでも、

間違って家族のデータを消して

しまう心配もいらない。とにかく

安心して使えるんだ。 

友だちからのEメールや日記、

アドレス帳などを家族に見られる

心配もなし。家族間のプライ

バシーを守れるからいいわね。 

壁紙やアイコン、インターネットの

「お気に入り」にマイドキュメント

など、ワタシ好みの環境で使える

のが魅力ね。 

仕事のデータ 

アドレス帳 

スケジュール 家計簿 はがきの住所録 

料理のレシピ 

お気に入りの 
テレビ番組 

メール 

お気に入りの音楽 学校の宿題 

お気に入りの 
写真 

お気に入りの 
ホームページ 

5

パスワード パスワード 
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これからは、1台のパソコンを家族みんなで共有できる。 

 

ファミリーボタン 自分用に割り当てたボタンを、ポン！ 

VALUESTAR F   LaVie F

家族にメールが届くと“光” 

でお知らせ！着信メールの

有無や誰宛てのメールなの

かも、一目でチェックできます！ 

ファミリーランプ 

タブをクリックするとAP起動モードに早変わり。

ファミリーモデルオリジナルの「ファミリーウィン

ドウ」や「ファミリー環境設定ツール」、「ソフト

ナビゲーター」をワンタッチで起動できます。 

メール着信のある家族には“メールマーク”

が点滅＊して知らせてくれます！着信メールの

有無、誰宛てのメールかが、容易に確認でき

ます。＊15秒間点滅し、その後は点灯となります。 

ここの矢印マーク＊をクリック 
すると、ユーザアイコンが 
クルクル回ります。 
＊6人以上設定した時のみ表示されます。 

ユーザ切り替えモード 

クルクル回りながらデスクトップ

に現れる、ファミリーリング。家族

それぞれの環境を楽しく切り

替えられます。 

カーソルを 

当てると・・・ 

家族8人まで 
対応可能 

AP起動モード 

メールマーク 

＊VF300/5Dを除く 

ファミリーリング 自分用に割り当てたアイコン（マーク）を、クリック！ 

VALUESTAR F   LaVie F   VALUESTAR FS   VALUESTAR FZ



NEC独自の「家族一括登録機能＊1」や「ファミリー環境設定

ツール＊2」などを使って、ユーザアイコン、パスワード、ユーザ

権限、壁紙といった個人ごとのユーザ環境をカンタンに

設定できます。設定したユーザ環境は「ファミリーボタン」

や「ファミリーリング」でカンタンに切り替えられるので、自分

専用のパソコンを扱う感覚で1台を快適に共有できます。 

NECだけのカンタンな環境設定機能が、 
面倒な設定作業をフルサポート。 

家族一人ひとりのユーザ環境設定も、やさしく解決。 

＊1：VF300/5Dは「家族一括登録機能」はありません。 
＊2：VF300/5Dは、4人までしか登録できません。 
　　また一部画面・機能も異なります。 

家族一括登録機能 

パソコンを購入後、初めて起動した時に、家族全員分の基本
情報を一括で登録できる便利な機能です。家族一人ひとりに
ファミリーボタンやユーザアイコンを割り当てたり、名前を登録
するなど、家族でパソ
コンを使うための基本的
な情報をスムーズに登録
できます。登録できる家族
の人数は、ゆとりの最大
8人分。1人のユーザが
「仕事用」や「遊び用」など、
複数の設定を登録して
おくこともできます。 好きな名前で登録できるほか、おとうさん、おかあさん、おにいちゃん、

おねえちゃん、ぼく、わたし、おじいちゃん、おばあちゃんの中から
選択することも可能です。 

ユーザ名 

好みに合わせてアイコンを選べます。また、USBカメラを使って
撮影した自分の顔写真などを取り込むこともできます。 

ユーザアイコン 

ファミリーボタンが付いている機種の場合のみ、トランプマーク
［　　　　　］付きの4つのボタンを、それぞれ誰のボタンにするかを
割り当てることができます。 

ボタンの割り当て 

さらに、「ファミリー環境設定ツール」などを使って、パスワード、
メール自動着信設定、壁紙の種類といった、個人ごとのユーザ
環境も設定できます。 

 
パスワードの有無を設定。パスワードを設定すると、パスワード
を知らないとログオンできないため、プライバシーを強化できます。 
 
 
使用モデルに応じて、メールの着信を「ファミリーランプ」または
「ファミリーリング」に表示されるメールマークで知らせるように設定
できます。 
 
 
デスクトップ用の壁紙を設定。気に入った画像を取り込んで使う
こともできます。 
 
 
他のユーザの設定を変更できる〈管理ユーザ〉、他のユーザの
設定を変更できない〈標準ユーザ〉、アプリケーションをインストール・
アンインストールできない〈制限ユーザ〉を、家族に合わせて設定
できます。 

パスワード 

メール自動受信の設定 

壁　紙 

ユーザ権限 

家族一人ひとりの環境設定はこれで完了。「ファミリーボタン」や 
「ファミリーリング」で自分の設定をカンタンに切り替えて、
思い思いの環境でPCを活用できます。 

NECのファミリーPCなら、パスワードを設定

したユーザであれば、たとえ「管理ユーザ」

どうしでも、自動的に互いのマイドキュメント

フォルダへのアクセスができなくなります。

家族間のプライバシーを大幅にアップする

機能です。 

パスワード設定でプライバシーが守れる「ファイルガード機能」 

パパの 
フォルダを 
のぞいて 
みようかな！ 

パスワード 

仕事のデータ 

アドレス帳 

スケジュール 

5

パパ（パスワード設定済み）の 
マイドキュメント 

ダメ！ 
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「予定表の日付をクリック

すると、その日の予定が

ズ ームアップするか ら

とっても見やすい。えっと、

今日の友だちとのお茶の

約束、何時だっけ？」 

「デジタルビデオカメラで撮った映像や

デジカメ写真も貼付できるからスゴイ。

家族の思い出を、「今日の画像」に日記感覚

で残してみようかしら！」 

家族みんなのスケジュールを文字やイベントマークを
使って記入できます。また、予定欄にはUSBカメラやデジ
カメで撮った写真を添付できるので、その日の思い出をダイ
アリー感覚で記録することも可能です。 

予　定　表 

＊VF300/5Dは一部画面・機能が異なります。 

同じ屋根の下に暮らす家族でも、生活習慣やリズムは大きく

違うもの。たとえば、毎日、仕事で忙しいお父さん。なかなか

家族とコミュニケーションが取れなかったり、家族との週末の

約束を忘れてゴルフの予定を入れてしまったなんてこと、ありま

せんか。「ファミリーウィンドウ」は、家族間の交流をサポート

する、「予定表」「伝言板」「『お役立ち』情報」の3つの機能

を備えたコミュニケーションツール。家族の予定や家族に

宛てたメッセージの書き込み・閲覧をしたり、その日の天気・

占い・ニュースといったみんなの知りたい情報をまとめて表示

できるなど、家族の大切な情報を共有することが可能です。 

家族のきずなが深まる。 
家族のコミュニケーションソフト「ファミリーウィンドウ＊」。 

家族みんなの予定やメッセージがひとめで分かる、伝わる。 

 

「お役立ち」情報 予定表 伝言板 

切り替えボタンのココをクリック！ 

14

家族でインターネットを楽しむなら、やっぱりNECのおすすめプロバイダ

「BIGLOBE（ビッグローブ）」。家族みんなが何時間接続しても、料金定額だから、

とってもオトク。初めての方でも安心のカンタン入会・ラクラク設定も人気の秘密

です。さらに2003年12月31日までに家族会員に新規でお申し込みになると、

お申し込みに必要な初期設定料が最大4人まで無料に！家族でオトクにインター

ネットをはじめるチャンスです。 

家族で 
インターネットを 
楽しみたいなら 
オトク！ 

ブロードバンドをはじめるならNECのおすすめプロバイダBIGLOBE!

※家族会員の特典適用に関してはパソコンに添付の入会用ソフト「BIGLOBEでインターネット」でお申し込みが必要になります。 
※別途、親相当会員の月額利用料に家族会員1人なら300円/月、 
　2人なら500円/月、3人なら700円/月、4人なら900円/月がかかります。（税別） 
※2003年5月現在  
※VF300/5Dは2003年6月30日まで 

家族会員 初期設定料 
最大4人まで無料！ 

予定表 伝言板 お役立ち 

今日の画像 

予定表/伝言板/「お役立ち」

情報の3つのメインウィン

ドウをお好みに応じて切り

替え表示できるから便利

だわ。 



「メッセージを書き込むカード

フォームは、伝えたい内容や気分

に合わせてチョイスできるから

楽しい。今日のママへのメッセージ、

どのカードで送ろうかな…」 

「写真やファイルのリンク、URLも

添付できるから便利。そういえば、

今度の家族旅行の宿だけど、旅館の

URLを添付しておくから、パパ、

あとで見ておいてね」 

家族宛てのメッセージの書き込み・閲覧（最大100件）ができる便利な伝言板です。
メッセージを書き込むカードフォームは、計9種類の中から自由にチョイス。文字の
ほかにも画像ファイルやURLを添付して楽しいメッセージを作成できます。書き込み
操作は登録ボタンを押してメッセージを入力するだけの簡単さ。また、カメラ付き携帯
電話を利用すれば、外出先からメッセージと画像を送信し、書き込みすることもできます。 

伝　言　板 

ドット・ゲートサービスを利用すれば、「伝言板」
への書き込み・閲覧を、外出先の携帯電話や
PCからいつでも・どこ
でも手軽にご利用でき
ます。 

お家のPCにメールアドレスさえあれば、
携帯からのメールの件名に、伝言板用の
キーワードを入力するだけで、メッセージや
画像を伝言板に送ることができます。 

携帯電話との連携もOK

「ドット・ゲートサービス」 
伝言板をもっと便利にもっと快適に使いたい方は・・・ 

「街で偶然、幼なじみのさっちゃんと

再会。こんなときには、早速、カメラ

付き携帯電話で写真を撮って、

伝言板に送信。ほらママ、さっちゃん

だよ。懐かしいでしょ！」 

「今日は会議が長引いて遅くなりそう。

夕食はいらないってメッセージを

携帯で送信しよう。電話しづらい

ときにも重宝なんだよね」 

伝言板にイベントを書き込んだり・・・ 

伝言板への書き込み・閲覧をしたり・・・ 

携帯電話 

外出先のPC

自宅パソコン 

「知りたい情報をいつでも表示

できるから便利。必要がないときは

小ウィンドウで表示することもでき

るんだ！よし、明日は晴れ。友だち

とサッカーの約束をしなくちゃ！」 

情報パーツは全部で10種類以上。 

○検索　○今日・明日の天気　 
○今日の占い　○ニュース速報　 
○今日は何の日？　○株価情報　 
○CDシングル・アルバムランキング 
○日替わりレシピ　 

ほか多数 

 
「BIGLOBEバインダ」が提供する豊富な情報パーツの中から、
必要な情報を自由に組み合わせて表示できます。家族の毎日
の暮らしに役立つ情報も充実しています。 

※「BIGLOBEカフェ会員」になると、10種類以上の情報パーツがご利用になれます。 
　　未加入の場合は、あらかじめ設定されている情報のみのご利用になります。 
※パーツの種類は変更する可能性があります。※インターネットにアクセスできる環境が必要です。 

「お役立ち」情報 
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