
2009.2

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません

type ZtypeBZ typeS typeG

法人向けVAIO総合カタログ

type T

クオリティーの高い仕事領域へ。

ビジネス専用のVAIO
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業務の効率化に直結する機能と使いやすさ。 信頼の仕事力に徹した、ビジネスVAIO

ソニーがおすすめする Windows Vista® Business
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ビジネス情報を

強固にガード

●外部メディア書きこみ禁止

●プライバシーフィルター

●パワーオン・パスワード／ハードディスク・パスワード

●TPMセキュリティーチップ

●セキュリティーロックスロット

セキュリティー
S e c u r i t y

12.1型

P4 - 5

軽いのに強い「マルチカーボン構造」。

薄型・軽量約1,146g＊1のビジネスモバイル
typeG

■マルチカーボン構造

■フラット&スリム形状
■頼れる「スタミナ」

●質量 約1,146g＊1

●約12／約12時間駆動＊1（標準／最大＊2）
＊1：VGN-G3AAPSCの場合 ＊2：別売バッテリーパック（L）装着時

P9

●防滴試験

●ディスプレイ開閉試験

●落下試験（PC動作時/PC非動作時）
●多面落下試験（PC非動作時）

品質試験
Q u a l i t y  

P10

●PCグリーンラベル

●省エネ法

●PCリサイクル

●ソニー独自の環境管理

●eco info  

●J-Moss対応

環 境
E c o l o g y  

P11

●法人向け修理相談窓口／

法人向けサポートページ（WEB）
●PCリサイクル／中古PC買取サービス

●標準保証／3年保証／国際修理プログラム
●メモリー増設（有償）／

設置・設定サービス（有償）

サービス・
サポート

Service・Support

P18 - 19

●振動試験

●環境保存試験

●梱包試験

●ガラスの直押し試験

●オプティカル

ドライブ開閉試験

第三者による不正使用、またPCやハードディスク自体の盗難、

ウイルス侵入などに対し、強固なセキュリティーが、

デスクでもモバイル環境でも重要情報を守ります。

堅牢性を実証する

厳しい試験

過酷なビジネスユースで想定される、水準を超える

厳しい評価基準を設定。それに基づく試験を実施して堅牢性を確認し、

信頼性向上を追求しています。

部品調達から

リサイクルまで

部品調達に始まり、製品の開発・製造時、購入時、使用時、

使用済み製品の回収やリサイクルまで、環境へのさまざまな配慮を

一貫して実施しています。

最大効果と

最小ロスを追求

万一の故障や修理に、迅速に対応する充実のサービス・サポート体制。

導入から運用、回収・買い取りまで、

業務のスムーズな進行をトータルにサポートします。

15.4型ワイド

P6

ビジネスのために磨き上げたPC性能と
フォルム。高性能・多機能のオフィスノート

typeBZ
■高解像度液晶&最新アーキテクチャー
■持ち運びしやすい軽量・堅牢ボディ

■充実したセキュリティー

●質量 約2.6kg＊1

●約5／約8時間駆動（標準／最大＊2）
＊1：VGN‐BZAAPVSAの場合 ＊2：別売バッテリーパック（L）装着時

13.1型ワイド

P7

高性能とモビリティーの妥協なき融合。

ハイパフォーマンスモバイル、type Z
type Z

■最新のアーキテクチャーを搭載し、高速処理を実現

■切り替え可能なグラフィック＊1

■13.1型ワイドの[クリアソリッド液晶]
●質量 約1.45kg
●約9／約13.5時間駆動＊2（標準／最大＊3）
＊1:Microsoft® Windows® XP Professional 上で、グラフィック切り替え時には手動でPCを再起動してください
＊2：STAMINAモード設定時 ＊3：別売バッテリーパック（L）装着時

13.3型ワイド

P8

シーンに応じて選べる機能と使いやすさ。

ビジネスにマイモバイル・スタイル、type S
typeS

■最新アーキテクチャー採用

■用途に応じてモードを切り替え

■充実したビジネス機能

●質量 約1.95kg
●約5.5／約8.5時間駆動＊1（標準／最大＊2）
＊1:VGN-SR92PSAの場合 ＊2:別売バッテリーパック（L）装着時

11.1型ワイド

P8

スピード・「スタミナ」・高精細を備えた軽量ボディ。
モバイルの資質を凝縮した、type T

type T
■徹底した軽量・コンパクト設計

■最新のCPU&高色純度液晶を搭載
■省電力設計による進化したロング「スタミナ」

●質量 約1,260g
●約10／約15時間駆動（標準／最大＊）
＊別売バッテリーパック（L）装着時

Microsoft ® Windows ® XP Professionalダウングレードサービスをご用意

ビジネスの現場で依然ニーズの高いMicrosoft® Windows® XP Professional。そこで、Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版をプリインストールしたモデル
以外に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版のダウングレード権を行使し、Microsoft® Windows® XP Professionalを
インストールしてご提供するサービスをご準備いたしました。

※Microsoft® Windows® XP Professionalへダウングレードをした場合、一部機能に制限が発生します。詳しくはsony.jp/vaio/biz/ をご参照ください

Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版
Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版がプリインストールされています。

Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版

Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス

同梱物
Microsoft® Windows® XP Professional 正規版ダウングレード用リカバリーディスク
Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版をご購入されたお客様の権利である、OSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって行い、Microsoft®

Windows® XP Professional 正規版をインストールしてご提供するサービスです。ご自身でダウングレードする手間がありません。
※Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版をご使用の際は、付属のリカバリーディスクをご使用ください。Microsoft® Windows® XP Professional 正規版のリカバリーディスクも付属しております

●衝撃試験

●一点加圧試験

●本体ひねり試験

●平面加圧振動試験

Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版
（Microsoft® Windows® XP Professional 正規版ダウングレード 代行インストールサービス）



天面をフラットにして圧迫に耐える

満員電車を想定した平面加圧振動試験150kgf

type Gは、フラットな天面と突起のないボディ形状が特長。この形状によ

り、一点に加えられた圧力を面に分散できます。満員電車での圧迫や、

手や肘で誤って天面を強

く押してしまったときなど、

の破損を防ぎます。不意の落下から大切なデータを守る

高さ72cmからの落下試験＊1（PC動作時）を実施

ビジネスで想定される落下に対して、使用中にデスクから床に落ちた場合（PC

動作時落下72cm＊1）と、小脇に抱えた状態から誤って落とした場合（PC非動

作時落下90cm＊1）を想定して試験を実施。さらに、PCの前面、側面、背面そ

れぞれの角からの落下を想定し

て合計26方向から落下させる

「多面落下試験（PC非動作時落

下40cm＊1）」など、あらゆる状況

での落下を考えたさまざまな厳

しい品質試験を行っています。

●液晶パネルを守る

「はさみこみ構造」

●基板と本体外殻との

接点を少なくした

「フローティング構造」

●マルチレイヤーカーボン

ファイバー採用の天面

●浸入した水を排出する

ボディ底面の水抜き穴　　　

●本体を17カ所で
がっちり接合

●文字の消えにくい

刻印キーボード

●カーボンモールド採用で

強化したパームレスト面

●ハードディスクドライブを

保護する厚い緩衝材

●液晶面の

ハードコーティング処理
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12.1型

ソニーがおすすめする Windows Vista® Business
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VGN-G3AAPSA

VGN-G3AAPVSA＊1

VGN-G3AAPSC

ディスプレイ�OS CPU メモリー� ストレージ� ドライブ� ワイヤレス� セキュリティー�[スタミナ]�
（標準/最長＊4）�

12.1型�
解像度：�

1024×768ドット�

2GB/�
最大4GB＊2

(空スロット1）�

1GB/�
最大4GB＊2

(空スロット1）�

Windows Vista®

Business with
Service Pack 1 32ビット正規版

（Microsoft® Windows® XP
Professional
ダウングレード�

代行インストールサービス）�

CoreTM 2 Duo
SU9400

（1.40 GHz）�

DVD
スーパー�
マルチ�
ドライブ

BIOSロック�
（パワーオン・�

パスワード）�

HDDロック�
（ハードディスク・�

パスワード）�

セキュリティー�
チップ�

SSD
約64GB

HDD 1.8型
約120GB

HDD 2.5型
約160GB

約12/�
約12時間

約10/�
約10時間

約1,156g＊5

約1,198g＊5

約1,146g＊5

質量�

IEEE
802.11

a/b/g/n＊3

Bluetooth® 

機能

法人向け標準仕様�

仕事を効率化する高いパフォーマンスと充実したセキュリティー

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版（SP3）ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

＊1：vProTM テクノロジー インテル® Centrino® 2に対応＊2：32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります＊3：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応＊4：別売バッテリーパック（L）装着時＊5：付属バッテリーパック（L）装着時

薄い・軽い・堅牢性に加えて、頼れる「スタミナ」を備えたビジネスモバイル

数々の厳しい品質試験で徹底追求した、かつてないこだわりの堅牢性

カーボン素材を本体のほぼ全面に採用

「薄く、軽く、強く」を妥協なく追求した堅牢ボディ

航空機やレーシングマシン、スペースシャトルなどにも使われるカーボン素

材を、天面・底面・パームレスト面など、本体のほぼ全面に使用した「マルチ

カーボン構造」の〈G-BODY〉を採用。軽さと強さという相反するファクター

を高次元で両立しました。さらに、液晶をはじめ、各部の素材や構造なども

徹底して軽量化し、軽量・薄型にして堅牢なモバイルPCを完成させました。

長距離出張や長時間の会議にも余裕の「スタミナ」

徹底した省電力化で頼もしい長時間駆動を実現

省電力のCPU搭載や徹底して

省電力を追求した独自の技術

により、最長約12時間＊の「ス

タミナ」を実現しました。

省電力にして高性能と高速処理を実現

最新のインテル® CoreTM 2 Duo プロセッサーを搭載

作業を迅速化する最新アーキテクチャーにより、長

時間駆動とともにグラフィック性能の強化も実現。

また、システム管理を効率化するvProTM テクノロ

ジーインテル® Centrino® 2対応モデルも用意。＊

オフィスでも、外出先でも、高い情報保護を実現

ビジネスデータを強固に守るセキュリティー

BIOSアクセスコントロールにより、光学ドライブ、ワイヤレスLAN機能、LAN機

能、USBポート、PCカード、“メモリースティック”/SDカードの有効／無効の設

定が可能。情報の不正な流出を防ぎます。また、TPM＊セキュリティーチップ

の搭載により、3重のパスワードをかけることで、高い信頼性を確保。

万一、使用中に水などをこぼした場合を想定

水濡れに配慮した防滴機能をキーボードに採用

VAIOを使用中に誤ってキーボードに水をこぼしてしまった場合などを想定して、

防滴試験＊1（200cc）を実施。ボディ手前と中央の底面に設けた水抜き穴から、

かかった水を外に排出し、水濡れによる電源ショートなどのトラブルに対処します。

�

PC動作時・72cm＊1落下試験を実施／

PC非動作時・90cm＊1落下試験を実施

天面がフラットの場合

加圧を面で受けて衝撃を分散

天面に凹凸がある場合

力が分散しにくく衝撃を集中し
て受けやすい

動作中、突然の衝撃からデータを保護

VAIOハードディスクプロテクションを採用

落下など、本体の異常な動きをセンサーが感知。ハードディスクの磁気

ヘッドを退避させてディスク面の破損を防ぎ、大切なデータを保護します。※

センサーには、画面上から感度設定が可能な〈縦・横・高さ〉の3軸加速度

センサーを採用し、微少な異常動作も敏感にキャッチします。

※すべての状況においてハードディスクドライブの破損防止やデータ保護を保証するものではありません

＊1：品質試験は、当社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証する
ものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません。水をこぼした場合は、必ず点検（有償）に出してください
＊2：VGN- G3AAPSA・G3AAPSCに搭載

※kgf：圧力の単位。キログラム重

こだわりのマルチカーボン構造〈G-BODY〉。
軽いのに強いビジネスモバイル、type G

約1,024g
（スタミナ約4.5時間）

VGN-G3AAPSA

約1,156g
（スタミナ約10時間）

バッテリーパック（S） バッテリーパック（L）

■質量と「スタミナ」時間の関係

こだわりのマルチカーボン構造〈G-BODY〉。
軽いのに強いビジネスモバイル

万一のときも、大切なデータを守る。
落下・衝撃・圧迫・水濡れにも耐える堅牢設計

＊Trusted Platform Module

約1,066g
（スタミナ約4.5時間）

VGN-G3AAPVSA

約1,198g
（スタミナ約10時間）

約1,014g
（スタミナ約5.5時間）

VGN-G3AAPSC 約1,146g
（スタミナ約12時間）

※＊1

＊VGN-G3AAPSCの場合。

付属バッテリーパック（L）装着時

＊

＊VGN-G3AAPVSA

※＊2



ビジネスに徹した使い勝手を、軽量・堅牢で美しいボディに凝縮
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15.4型ワイド

ソニーがおすすめする Windows Vista® Business
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＊VGN-BZAAPVSA。また、インテル®

AMT使用時は、ネットワークケーブルは

必ず本体のLANコネクターに接続して

ください。別売ドッキングステーション

のLANコネクターに接続すると、インテ

ル® AMTが正常に動作しません

＊VGN‐BZAAPSA･BZAAPSBの場合。VGN‐BZAAPVSAは、

15.4 型ワイド1440×900ドット液晶となります

＊

ビジネスに徹して鍛えた高性能・多機能。
持ち運びもスマートなオフィスノート

圧倒的な高性能と高速処理

最新のアーキテクチャーを採用

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロ

ジーとDDR3 1066MHzの高速メモリーを搭載。

圧倒的な高性能で、軽さ約

1.45kg、「スタミナ」約9時間＊

を実現しました。

メインマシンとして、モバイルPCとして、磨き抜かれた高性能を凝縮

モバイルシーンで安心して使える

堅牢な[クリアソリッド液晶]

映りこみが少なく傷がつきにくいハードコー

ティング処理を施した[クリアソリッド液晶]を

採用。モバイル時にも安心して使えます。

モバイル性・作業性を高めた13.1型ワイド[クリアソリッド液晶]

高性能と「スタミナ」を使い分ける

ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス

高いグラフィック性能をはじめ、メインマシンと

してのパワーを発揮するSPEEDモードと、外出

時に消費電力を抑えるSTAMINAモードを

使い分けられる「ダイナミック・

ハイブリッドグラフィックス」

機能を採用。スイッチひとつで

切り替えが可能です＊。

2画面表示も見やすい広い表示領域

作業性を高める13.1型ワイド液晶

ハイビジョンと同じ比率、16：9の13.1型ワイド液

晶。表示領域が横に広がるだけでなく複数のウィ

ンドウを見やすく並べて表示でき、作業効率が大

消費電力を抑え、バッテリー駆動

時に最適なインテル® グラフィッ

クス・メディア・アクセラレーター

4500MHD（チップセットに内蔵）

3D表示やハイビジョン編集にパ
ワーを発揮（NVIDIA® GeForce®

9300M GS GPUを使用）

幅に向上します。色再現領域をNTSC比約100%＊

まで高め、繊細で色鮮やかな映像をリアルに映し

だします。

STAMINAモード SPEEDモード

＊u'v'色度図による

VGN-Z90PSA

ディスプレイ�OS CPU メモリー� ハードディスク� ドライブ� セキュリティー�ワイヤレス�[スタミナ]＊2�
（標準/最長＊3）� 質量�

DVD
スーパー�
マルチ�
ドライブ

BIOSロック�
（パワーオン・パスワード）�

HDDロック�
（ハードディスク・パスワード）�

セキュリティーチップ�

IEEE802.11
a/b/g/n＊4

Bluetooth® 機能
約1.45kg

約9/
約13.5時間�

�

13.1型ワイド�
（16：9）�
解像度 :�

1366×768ドット�
[クリアソリッド液晶]�
（リッチカラー）�

1GB/�
最大4GB＊1

（空スロット1）�

CoreTM 2 Duo
P8600

（2.40 GHz）�
約200GB

Windows Vista®  Business 
with Service Pack 1 

32ビット正規版

（Microsoft®  Windows® XP 
Professional
ダウングレード�

代行インストールサービス）�

法人向け標準仕様�

高性能とモビリティーの妥協なき融合。
革新のハイパフォーマンスモバイル

type Z
13.1型ワイド

＊Microsoft® Windows® XP Professional上で、グラフィック切り替え時には
手動でPCを再起動してください

16：9の13.1型ワイド液晶

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版（SP2）ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

＊STAMINAモード設定時

＊1：32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります＊2：STAMINAモード設定時＊3：別売バッテリーパック（L）装着時＊4：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応

ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス
切り替えスイッチ[ ]

広い画面が作業性を格段にアップする

15.4型ワイド・高解像度液晶

メインマシンとして、ビジネスでのさまざまな使

用状況で活躍する大画面・高解像度の15.4型ワ

イド1280×800ドット液晶＊を採用。縦横ともに

表示領域が広いので、情報量の多い表計算ソフ

トの表示や複数ウィンドウの同一画面表示も余

1 5 . 4型ワイド液晶と最新のアーキテクチャー搭載

「スタミナ」やグラフィック性能を強化した

最新アーキテクチャーを採用

処理能力を大幅に高める最新のアーキテクチャー

を採用。長時間駆動を実現し、グラフィック性能も

VGN-BZAAPSA

VGN-BZAAPVSA＊1

VGN-BZAAPSB

ディスプレイ�OS CPU メモリー� ハードディスク� ドライブ� セキュリティー�[スタミナ]�
（標準/最長＊3）�

15.4型ワイド�
解像度 :1440×900ドット�
[クリアブラックLE液晶]

15.4型ワイド�
解像度 :1280×800ドット�

2GB/�
最大4GB＊2

(空スロット1)

1GB/
最大4GB＊2

(空スロット1)

CoreTM 2 Duo �
T9400（2.53 GHz）�

CoreTM 2 Duo �
P8400（2.26 GHz）�

Celeron® 

575（2 GHz）�

DVDスーパー�
マルチドライブ

BIOSロック�
（パワーオン・パスワード）�

HDDロック�
（ハードディスク・パスワード）�

セキュリティーチップ�

約160GB

約80GB

約5/�
約8時間

約3.5/�
約5.5時間

Windows Vista®  Business with
Service Pack 1 32ビット正規版

（Microsoft®  Windows® XP Professional
ダウングレード�

代行インストールサービス）�

法人向け標準仕様�

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版（SP2）ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

＊1：vProTM テクノロジー インテル® Centrino® 2に対応＊2：32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります＊3：別売バッテリーパック（L）装着時

強化。ビジネスのさまざまなシーンで、メインマシ

ンとして鍛え抜かれた高性能を発揮します。また、

効率的なシステム管理をめざしたvProTM テクノロ

ジーインテル® Centrino® 2対応モデルも用意＊。

大画面をスマートに持ち運べる

ビジネスのための軽量・堅牢ボディ

15.4型ワイド液晶を搭載しながら、約2.6kg＊とい

う軽量化を実現。薄くてフラットなデザインにより、

持ち運びもバッグへの出し入れもスムーズです。

天面と底面にマグネシウム合金を採用するととも

に、厳しい品質試験により堅牢性を追求しました。

ウォーターレジスト構造を採用した

快適キーボード

液体がPC内部に到達するのを遅らせるウォー

ターレジスト構造を採用。万一、キーボードに

液体をこぼしても、あわてずに電源が落とせます。

また、打ち心地のよいキーストローク約2.5mmと

キーピッチ約19mmの快適キーボードを採用。

※本製品のウォーターレジスト構造は、液体をこぼした場合、無破損・無故障を保

証するものではありません。また、PCのデータを保証するものではありません。

液体をこぼした場合は、必ず点検（有償）に出してください

万一キーボードに飲物
をこぼしてもあわてずに
電源を落とせます

裕を持って行え、作業効率が向上します。

＊VGN‐BZAAPVSAの場合。VGN‐BZAAPSA・BZAAPSBは、約2.7kgとなります
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ソニーがおすすめする Windows Vista® Business
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メディアや�

ディスプレイ�

から情報漏洩�

衝撃・落下�

本体の盗難�
不正アクセス�

ウイルス�

ろうえい�

シーンに応じて選べる機能と使いやすさ。

ビジネスにマイモバイル・スタイル、type S

最新CPUを搭載し、ビジネスニーズに応えた

余裕の「スタミナ」と軽量化を実現

最新のインテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー＊を採用し、処理能力

の大幅な向上を実現。さらに、最新CPU搭載により、付属のバッテリーパック（S）

装着時で約5.5時間＊という頼もしい「スタミナ」を確保。作業効率を高める13.3

型ワイド液晶、本体約1.95kgの軽量ボディで、快適なモバイル性能を発揮します。

type S
13.3型ワイド

VGN-SR92PSB

VGN-SR92PSA

ディスプレイ�OS CPU メモリー� ハードディスク� ドライブ� セキュリティー�ワイヤレス�[スタミナ]�
（標準/最長＊2）� 質量�

DVD
スーパー�
マルチ�
ドライブ

BIOSロック�
（パワーオン・パスワード）�

HDDロック�
（ハードディスク・パスワード）�

セキュリティーチップ�

IEEE802.11
a/b/g/n＊3

Bluetooth® 機能

IEEE802.11
b/g/n＊3

Bluetooth® 機能

約1.95kg

約5.5/
約8.5時間�

�

約4/
約6時間�
�

13.3型ワイド
解像度:�

1280×800ドット�
[クリアブラック液晶]

1GB/�
最大4GB＊1

CoreTM 2 Duo
P8600

（2.40 GHz）�
約160GB

Windows Vista®  Business with
Service Pack 1 32ビット正規版

（Microsoft®  Windows® XP Professional
ダウングレード�

代行インストールサービス）�
Celeron®

585
（2.16 GHz）�

法人向け標準仕様�

＊1：32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります＊2：別売バッテリーパック（L）装着時＊3：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応

type T
11.1型ワイド

使いたい機能をスマートに呼び出せる

ワンボタン操作の「Switch」を搭載

場面や用途に合わせて、あらかじめ設定した3つのモードを自由に切り替えら

れる「Switch」を搭載しました。そのシーンでよく使う5つのショートカットと

壁紙を、各モードごとにカスタマイズ。オフィスで、外出先で、プライベートで、

モードの切り替えにより、使いたい機能がワンボタンですばやく呼び出せます。

最新のアーキテクチャーと高色純度液晶を搭載して

薄型・軽量化を極めた洗練のフォルム

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーの採用をはじめ、液晶には

色再現領域をNTSC比約100%＊まで高めた16：9ワイド画面の［クリアソリッド

液晶］（リッチカラー）を搭載。軽さ約1,260gの薄型・軽量化を極めた優美な

ボディに、先進のモバイルマシンとして磨き抜いた高性能のすべてを凝縮しました。

VGN-TT90PSA

ディスプレイ�OS CPU メモリー� ハードディスク� ドライブ� セキュリティー�ワイヤレス�[スタミナ]�
（標準/最長＊1）� 質量�

DVD
スーパー�
マルチ�
ドライブ

BIOSロック�
（パワーオン・パスワード）�

HDDロック�
（ハードディスク・パスワード）�

セキュリティーチップ�

IEEE802.11
a/b/g/n＊2

Bluetooth® 機能
約1,260g

約10/
約15時間�

�

11.1型ワイド�
解像度 :1366×768ドット�
[クリアソリッド液晶]�
（リッチカラー）�

2GB/�
最大3GB

CoreTM 2 Duo
SU9300

（1.20 GHz）�
約120GB

Windows Vista®  Business with
Service Pack 1 32ビット正規版

（Microsoft® Windows® XP Professional
ダウングレード 代行インストールサービス）�

法人向け標準仕様�

省電力設計による長時間駆動、約15時間＊

進化した「スタミナ」で、モバイルパワーを強化

徹底して省電力を追求した独自の技術により、最長約15時間＊の「スタミナ」

を実現。バッテリーの長寿命化に貢献するいたわり充電など、パフォーマンス

に妥協することなく消費電力を抑えた省電力設計です。

スピード・「スタミナ」・高精細を備えた軽量ボディ。

モバイルの資質を凝縮した、type T

＊VGN-SR92PSAの場合

＊u'v'色度図による

＊別売バッテリーパック（L）装着時

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版（SP3）ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版（SP3）ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

＊1：別売バッテリーパック（L）装着時＊2：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応

セキュリティー

S e c u r i t y

先進技術で情報を守る

VAIOのセキュリティー

仕事で使うパソコンで、最も重要な課題である情報のガード。

VAIOは、先進の技術による全方位的なセキュリティー機能の強化で、

デスクでも、モバイル環境でも、高い信頼性を発揮します。

情報保護への安心感。ビジネス情報を
守る強固なセキュリティー

外部メディア書きこみ禁止設定を採用

USBポートで接続する外部機器＊1への書きこみを禁止する設定が可能。

また、BIOSアクセスコントロールを使用すれば“メモリースティック”

スロット、SDカードスロット、PCカードスロット、i.LINKポート（搭載機種

のみ）を一括して使用不可にできます。

機密情報の外部持ち出しを防止

type G type BZ

TPMセキュリティーチップの搭載で、

ハードディスク内のデータ保護を強化

TPMセキュリティーチップ
業界団体TCG＊1の仕様に準拠したTPM＊2セキュリティーチップを搭

載。高いセキュリティー水準で、ハードディスク内の重要なファイル

やデータを暗号化できます。通常のPCでは、同じハードディスク内

に存在する暗号化されたデータと暗号カギのうち、暗号カギだけを

セキュリティーチップ内に保持。データと暗号カギの保管場所が分

かれるので、ハードディスクが取り外され別のPCに取り付けられて

も、データの読みだしは困難です。

＊1：TCG（Trusted Computing Group）は信頼できるPCの仕様を作成する業界団体です＊2：Trusted Platform Module

type BZtype G type Stype Z type T

type BZtype G type Stype Z type T

パスワードの多重化で、第三者の不正使用から

ビジネスデータをガード

「パワーオン・パスワード」と「ハード

ディスク・パスワード」の採用で、

情報の漏洩を防ぎます。

ハードディスク・�
パスワード入力�

パワーオン・�
パスワード入力�

電源 ON 本体起動� OS 起動�

不正アクセス防止／認証セキュリティー

ハードディスク�

通常のPCの場合�

暗号カギ�

データとカギが同じHDDにあるため、
不正アクセスやHDDを取り外して�
データを読みだされる可能性がある�

カギはセキュリティーチップ内に保持さ

れているので、不正アクセスや取り外し

たHDDからデータを読みだされない�

暗号化された�
データ�

暗号化された�
データ�

ハードディスク�

セキュリティーチップを搭載した�
VAIOの場合�

暗号カギ�

セキュリティー�
チップ�

type BZtype G type Stype Z type T

セキュリティーロックスロットを本体に装備

専用のセキュリティーワイヤーを本体

につなげて、パソコンの盗難防止を

物理的にはかれます。

type BZtype G type Stype Z type T

デスクからのパソコンの盗難防止

※写真はtype Gです

プライバシーフィルター（別売）

「プライバシーフィルター」を液晶画面に取りつけ

るだけでディスプレイの視野角が狭くなり、左右

の位置からでは画面表示が見えにくくなりま

す。モバイルでの使用時に、ディスプレイの

のぞき見による情報漏洩を防げます。

ディスプレイからの情報漏洩防止

type BZtype G type Stype Z type T

「パワーオン・パスワード」

電源を入れる際のパスワード認証で第三者の不正使用を防止します。

「ハードディスク・パスワード」

ハードディスクそのものにパスワード認証をかけ、紛失・盗難時の

情報漏洩も防止します。

※写真はtype Gです

＊1：USBポートに接続されたすべての機器に対して、書きこみを制限できるものではありません。CD/DVDドライブなど一部

の機器では、制限を行えないものがあります

外付け
光学ドライブ

外付け
ハード
ディスク

各種外部
メディア

機密情報

ろうえい

ス イ ッ チ
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●ソニー独自のグローバルな環境管理

ソニーは、2002年から世界共通の化学物質管理基準を導入し、「グリーン

パートナー環境品質認定制度」を制定。世界中約4,000社の部品供給企業

とパートナーシップを結び、原材料や部品の調達時から化学物質の管理を

徹底。より良い環境品質を追求しています。

【 部品調達 】

●省エネ法

製品ごとのエネルギー消費効率は、主な仕様P.12～13をご覧ください。

◎本カタログに掲載のVAIO PC各モデルの省エネ基準達成率はVAIOホームページをご覧ください

【 使用時 】

【 リサイクル 】

●PCリサイクル

本製品は法人向けモデルですが、家庭用パソコンの回収・再資源化

を目的とする資源有効利用促進法（通称「改正リサイクル法」、

2003年10月1日改正施行）に準じて、新たな費用負担なしで（廃

棄証明書料金除く）ソニーが回収・再資源化いたします。

◎詳しくはVAIOホームページをご覧ください

■振動試験

前後／上下／左右方向に対して、それぞれPC動作／非動作状態で振動

を与え続け、障害の有無を検証。

■オプティカルドライブ開閉試験

■環境保存試験

想定される使用環境を考慮し、低温、高温、高温高湿環境の中で、PC本体

を長時間保存。保存後、動作を確認。

■一点加圧試験＊2

本体の一点に手のひらサイズで

20kgf＊4、親指サイズで7kgf＊4の圧

力を連続して加え、状態を確認。

■本体ひねり試験

本体の隅、3カ所を固定し、1カ所

に圧力を加えて状態を確認。4つ

の角で実施。

■ガラスの直押し試験

液晶のガラス面に直接一点加圧して、液晶とガラス面の状況を確認。

■平面加圧振動試験＊2

本体天面に150kgf＊4の圧力を加え、

電車などの棚上やトラックの荷台を想

定した振動を与え、動作を確認。

■梱包試験

工場から出荷されてお客様の手元に届くまでの輸送過程において、梱包

状態で受ける振動や衝撃を想定した試験を実施し、動作を確認。

厳しい品質試験 ＊1

過酷なビジネスユースで想定される水準を超える、厳しい評価基準を設定。

それに基づく試験を実施し、信頼性の向上をはかっています。

＊1：品質試験は、当社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません。水をこぼした場合は、必ず点検（有償）
に出してください ＊2：type Gのみ実施 ＊3：type G・type Zのみ実施 ＊4：kgf：圧力の単位。キログラム重

品質試験

Q u a l i t y

環 境

E c o l o g y

■衝撃試験

底面・側面などの6つの向きに対

して瞬間的に衝撃を加え、動作を

確認。

環境への配慮。部品調達から、
リサイクルまでの一貫した取り組み

信頼性をより確かに。

VAIOの堅牢性を実証する、厳しい品質試験

●J-Mossグリーンマークに適合

「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C

0950）です。このカタログに記載されているすべての商品は、特定化学物質の含

有率が基準以下であることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

（2006年1月1日以前に生産した商品の一部を除く）

省エネ法（｢エネルギーの使用

の合理化に関する法律｣）で定

められた目標値の達成度合いを表してい

ます。2007年度省エネルギー基準達成

率Ａ：100%以上200%未満 AA：200%

以上500%未満 AAA：500%以上

【 マーク・用語の説明 】

このマークは、ソニーの環境配慮商

品に表示し、その内容をお知らせす

るものです。

PCグリーンラベル
環境に対するパソコンの

包括的取り組みを表しま

す。詳しくはWebサイト

www.pc3r.jp をご覧く

ださい。

グリーン購入法の調達基準
グリーン購入法（「国等による環

境物品等の調達の推進に関す

る法律」）に基づいて定められ

た調達の「判断の基準」を示し

ています。

【 購入時 】

ソニーがおすすめする Windows Vista® Business
typeB
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typeZ
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環境配慮情報

エネルギー

材料・化学物質

分解性・リサイクル性

包装材

取扱説明書

ラベリング・規格など

省エネ法に基づく2007年度省エネルギー達成率　AAA:500%以上

筐体のプラスチックにハロゲンフリー材を使用

各ブロックレベルまで、標準工具で解体可能

カートン（段ボール・板紙）または緩衝材に、再生紙または環境に配慮した紙＊1を使用

インキにVOCゼロ植物油型インキ＊2を使用

再生紙または環境に配慮した紙＊1を使用

電子マニュアルを採用することで紙の使用量を削減

PCグリーンラベル制度（2007年度版）に適合

グリーン購入法の調達基準に適合

▼項目 製品名 ▼

回収・リサイクル

部品調達・材料

開発・製造

購入時・使用時

type BZ
type S
type G

○

○

○

○

ー

○

○

○

○

type Z
type T

ソニーの製品・工場・技術などの環境活動について詳しくは www.sony.co.jp/eco/

■ディスプレイ開閉試験

数万回連続でディスプレイの開閉

を行い、ヒンジや液晶の強度を

確認。

■落下試験＊3（PC動作時）

デスクで使用している状態を想定

し、動作状態で72cmの高さから

底面・側面などの 3つの向きで

落下させ、動作を確認。

PCの前面、側面、背面それぞれの

角からの落下を想定し、PC非動作

時に40cmの高さから合計26方向

から落下させ、動作を確認。

■防滴試験＊2

PC動作中にキーボード面に200cc

の水をこぼし、排水した後、作業中

のデータを保存するまでの一定時

間の動作を確認。

■多面落下試験＊2（PC非動作時）

○

○

○

○

ー

ー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊1：適正な管理がされていることを示す森林認証を取得した紙などを意味しています＊2：大気中に放出されると大気汚染を起こすとされている揮発性有機溶剤（VOC）を、ほぼゼロとした植物油型インキをインキ会社と開発し、導入を進めています



＊1：プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。＊2：インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません。＊3：メモリーを増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要がある場合があります。＊4：
32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。＊5：増設する際は、2枚1組で装着するデュアルチャンネル構成をおすすめします。シングルチャンネル(2枚1組でない)構成よりもパフォーマンスが向上します。＊6：チップセット内蔵グラフィッ
クアクセラレーターを採用したモデルでBD再生や地上波デジタル放送の視聴などハイビジョンビデオを再生する場合には、最大のパフォーマンスが得られる同容量2枚1組の構成をおすすめします。AVC HDを再生する際の動作環境に関しましては、
VAIOホームページをご確認ください。＊7：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシス
テムはNTFSです。＊8：本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません。＊9：本体から出力可能な表示モードです。ディスプレイにより表示できないモードがあります。＊10：一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホ
ームテレホンなど)を経由する回線には対応していません。＊11：56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsに制限されています。＊12：通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェア
などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。＊13：IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境

では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。＊14：IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。＊15：IEEE 802.11b/g
およびIEEE 802.11nについては、1～13チャンネルに対応しています。＊16：IEEE 802.11a/nについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる改正IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。＊17：IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤ
レスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。＊18：通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11g:規格値54Mbps。＊19：通信速度は、IEEE 802.11a:規格値54Mbps。＊20：通信速度は、IEEE 802.11n ドラフト:
規格値300Mbps(送信速度は150Mbps)。＊21：通信速度は、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps。＊22：通信速度は、Bluetooth 2.1+EDR:規格値2.1Mbps。＊23：機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用
する機器の取扱説明書をご確認ください。＊24：SDメモリーカードの著作権保護機能(CPRM)に対応しています。＊25：SDHCメモリーカードに対応しています。＊26：OSを起動させた省エネルギー法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺
機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。＊27：SPEEDモード設定時。＊28：エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。＊29：
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。＊30：STAMINAモード設定時。＊31：充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。

※ Microsoft® Windows® XP Professionalへダウングレードした場合、一部機能に制限が発生致します。詳しくはこちら（http://vcl.vaio.sony.co.jp/business/xpdg/limit.html）をご参照ください

シリーズ type BZ type S

モデル VGN-BZAAPVSA VGN-BZAAPSA VGN-BZAAPSB VGN-SR92PSA VGN-SR92PSB

OS Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレー
ド 代行インストールサービス)

Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® 
Windows XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)

プロセッサー＊1

テクノロジー インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー － インテル® Centrino® 2 プロセッサー・
テクノロジー －

名称
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 
T9400(拡張版 Intel SpeedStep® テク

ノロジー搭載)

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 
P8400(拡張版 Intel SpeedStep® テク

ノロジー搭載)

インテル® Celeron® プロセッサー 575
＊2

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 
P8600＊2(拡張版 Intel SpeedStep® テ

クノロジー搭載)

インテル® Celeron® プロセッサー 585
＊2

動作周波数 2.53 GHz 2.26 GHz 2 GHz 2.40 GHz 2.16 GHz

2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) 6MB 3MB 1MB 3MB 1MB

システムバス 1066MHz 667MHz 1066MHz 667MHz

チップセット モバイル インテル® GM45 Express チップセット モバイル インテル® GM45 Express チップセット

メインメモリー 

標準/最大 2GB(2GB×1)/4GB＊3＊4(ビデオメモリー
共有) 1GB(1GB×1)/4GB＊3＊4(ビデオメモリー共有) 1GB(512MB×2)/4GB＊3＊4(ビデオメモリー共有)

メモリー仕様 DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)＊5＊6 DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz)＊5、デュアルチャンネル転送対応＊6

スロット数(空き) SO-DIMMスロット×2(1) SO-DIMMスロット×2(0)

表
示
機
能

グラフィックアクセラレーター インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD（チップセットに内蔵） インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD (チップセットに
内蔵)

専用ビデオメモリー － －

液晶表示装置

サイズ/解像度 15.4型ワイド
解像度:WXGA+ 1440 x 900ドット

15.4型ワイド
解像度:WXGA 1280 x 800ドット

13.3型ワイド
解像度:WXGA 1280×800ドット

パネル種別 TFTカラー液晶[クリアブラックLE液晶] TFTカラー液晶 TFTカラー液晶[クリアブラック液晶]

色再現性 － －
その他特長 LEDバックライト アンチグレア LEDバックライト・ARコート

ハードディスクドライブ＊7
ドライブ 約160GB(Serial ATA、5400回転/分) 約80GB(Serial ATA、5400回転/分) 約160GB(Serial ATA、5400回転/分)

ハードディスク保護機能 － VAIO ハードディスクプロテクション

BD/DVD/CDドライブ＊8

ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVDスーパーマルチドライブ

対応メディア(読みだし) DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、
CD:約24倍速(CD-ROMの場合) DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)

対応メディア(書きこみ)

DVD+R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD+RW:約8倍速

DVD-R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD-RW:約6倍速

DVD-RAM:約5倍速
CD-R:約24倍速

CD-RW:約24倍速

DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD+RW:約8倍速

DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD-RW:約6倍速

DVD-RAM:約5倍速
CD-R:約24倍速

CD-RW:約16倍速

主
な
外
部
接
続
端
子

USB Hi-Speed USB(USB 2.0)×3 Hi-Speed USB(USB 2.0)×2

i.LINK(IEEE 1394) 4ピン(S400)×1 4ピン(S400)×1

ネットワーク(LAN) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 100BASE-TX/10BASE-T×1

外部ディスプレイ出力＊9 アナログ:ミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、最大解像度2048×1536) アナログ:ミニD-sub 15ピン×1
(最大約1677万色、最大解像度2048×1536)

ヘッドホン出力 ステレオ、ミニジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1

マイク入力 ステレオ、ミニジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1

モデム用モジュラージャック＊10 LINE×1(最大56kbps＊11) LINE×1(最大56kbps＊11)

その他 ドッキングステーションコネクター ドッキングステーションコネクター

ワイヤレス通信＊12

ワイヤレスLAN 内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠＊13＊14＊15＊16＊17＊18＊19＊20、WPA2対応、Wi-Fi適合) 内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト
準拠＊13＊14＊15＊16＊17＊18＊19＊20、WPA2対応、Wi-Fi適合)

内蔵(IEEE 802.11b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠
＊13＊18＊14＊15＊20、WPA2対応、Wi-Fi適合)

Bluetooth 機能 内蔵(Bluetooth 2.0＋EDR準拠)＊21 内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)＊22

FeliCaポート 搭載(Version 1.0) 搭載(Version 1.0)

メモリースティックスロット＊23 メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速デー
タ転送対応、マジックゲート対応)×1

その他対応メモリーカードスロット SDメモリーカード＊24＊25/マルチメディアカード(MMC)×1 SDメモリーカード＊24＊25/マルチメディアカード(MMC)×1

PCカードスロット Type II×1 －
ExpressCard スロット － ExpressCard/34×1

指紋センサー なし 搭載
セキュリティーチップ(TPM) 搭載 搭載

オーディオ機能 インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマ
イク

キーボード キーピッチ約19mm、キーストローク約2.5mm、87キー キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm、87キー

マウス/ポインティングデバイス インテリジェントタッチパッド インテリジェントタッチパッド

主な付属品 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、リカバリーディスク (Windows Vista Business 用
/Windows XP Professional 用)

取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、リカバリーディス
ク(Microsoft Vista Business用 / Windows XP Professional用)

電源 ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー

消費電力
通常時 約13W＊26 約16W＊26

スリープ時 約2.4W 約1.5W

省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率＊28 l区分 0.00019 (AAA) l区分 0.00021 (AAA) l区分 0.00044 (AAA) l区分 0.00023 (AAA) l区分 0.00047 (AAA)

バッテリー駆動時間＊29
付属バッテリーパック 約5時間(S) 約3.5時間(S) 約5.5時間 約4時間
別売バッテリーパック 約5時間(S)、約8時間(L) 約3.5時間(S)、約5.5時間(L) 約5.5時間(S)、約8.5時間(L) 約4時間(S)、約6時間(L)

バッテリー充電時間
OFF時(100%)＊31

付属バッテリーパック 約4時間(S) 約4.5時間
別売バッテリーパック 約4時間(S)、約6時間(L) 約4.5時間(S)、約6時間(L)

温湿度条件 ・動作時：5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)
・保存時：-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)

・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃におけ
る湿度は65%以下)

・保存時:‐20℃～60℃ (ただし結露しないこと)

外形寸法(突起部含まず) 約 幅362.4mm×高さ29.8mm(最厚部37.7mm)×奥行266.8mm 約 幅315mm×高さ24.9mm(最厚部34mm)×奥行233.8mm

質量 約2.6kg(バッテリーパック装着時) 約2.7kg(バッテリーパック装着時) 約1.95kg(バッテリーパック装着時)

type Z type G type T

VGN-Z90PSA VGN-G3AAPVSA VGN-G3AAPSA VGN-G3AAPSC VGN-TT90PSA

Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 
(Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インス

トールサービス)

Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代
行インストールサービス)

Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (Microsoft® 

 Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービ
ス)

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600＊2(拡張版 Intel 
SpeedStep® テクノロジー搭載) インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9400(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載) インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9300＊2(拡張版 Intel 

SpeedStep® テクノロジー搭載)

2.40 GHz 1.40 GHz 1.20 GHz

3MB 3MB 3MB

1066MHz 800MHz 800MHz

モバイル インテル® GM45 Express チップセット モバイル インテル® GS45 Express チップセット モバイル インテル® GS45 Express チップセット

1GB(1GB×1)/4GB＊3＊4(ビデオメモリー共有) 2GB(2GB×1)/4GB＊4(ビデオメモリー共
有) 1GB(1GB×1)/4GB＊3＊4(ビデオメモリー共有) 2GB(1GB×2)/3GB＊3(ビデオメモリー共有)

DDR3 SDRAM、PC3-8500 (1066MHz)＊5 DDR3 SDRAM、PC3-6400 (800MHｚ)＊5＊6 DDR3 SDRAM、PC3-6400(800MHz)＊5、デュアルチャンネル転送対
応＊6

SO-DIMMスロット×2(1) SO-DIMMスロット×2(1) SO-DIMMスロット×2(0)
ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス(2種類のグラフィックアクセラ

レーターを切り替え可能)
SPEEDモード設定時:NVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU

STAMINAモード設定時:インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレ
ーター 4500MHD (チップセットに内蔵)

インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD（チップセットに内蔵） インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD(チッ
プセットに内蔵)

SPEEDモード設定時:128MB
STAMINAモード設定時:－ － －

13.1型ワイド(16:9)
解像度:WXGA 1366×768ドット

12.1型
解像度:XGA 1024×768ドット

11.1型ワイド(16:9)
解像度:WXGA 1366×768ドット

TFTカラー液晶[クリアソリッド液晶] TFTカラー液晶 TFTカラー液晶［クリアソリッド液晶］
リッチカラー － リッチカラー

LEDバックライト・アンチグレア LEDバックライト･ハードコーティング・アンチグレア LEDバックライト・アンチグレア

約200GB(Serial ATA、5400回転/分) SSD 約64GB(64GB×1）(Serial ATA) HDD 1.8型 約120GB(Serial ATA、5400
回転/分)

HDD 2.5型 約160GB(Serial ATA、5400
回転/分) 約120GB(Serial ATA、5400回転/分)

－ － VAIO ハードディスク プロテクション －

DVDスーパーマルチドライブ DVDスーパーマルチドライブ

別売VGP-UDRW1

DVDスーパーマルチドライブ

DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合) DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、
CD:約24倍速(CD-ROMの場合) DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)

DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD+RW:約8倍速

DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD-RW:約6倍速

DVD-RAM:約5倍速
CD-R:約24倍速

CD-RW:約16倍速

DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD+RW:約8倍速

DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD-RW:約6倍速

DVD-RAM:約5倍速
CD-R:約24倍速

CD-RW:約16倍速

DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD+RW:約8倍速

DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層)
DVD-RW:約6倍速

DVD-RAM:約5倍速
CD-R:約24倍速

CD-RW:約16倍速

Hi-Speed USB(USB2.0)×2 Hi-Speed USB(USB 2.0)×3 Hi-Speed USB(USB 2.0)×2

4ピン(S400)×1 － 4ピン(S400)×1

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1

アナログ:ミニD-sub 15ピン×1
(最大約1677万色、最大解像度1920×1200)

アナログ:ミニD-sub 15ピン×1
(最大約1677万色、最大解像度1920×1200)

アナログ:ミニD-sub 15ピン×1
(最大約1677万色、最大解像度1920×1200)

ステレオ、ミニジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1
ステレオ、ミニジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1

LINE×1(最大56kbps＊11) LINE×1(最大56kbps＊11) －

ドッキングステーションコネクター － ドッキングステーションコネクター

内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠＊13＊14＊15＊16＊17＊18＊19

＊20、WPA2対応、Wi-Fi適合) 内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠＊13＊14＊15＊16＊17＊18＊19＊20、WPA2対応、Wi-Fi適合) 内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠＊13＊14＊15＊16＊17＊18＊19

＊20、WPA2対応、Wi-Fi適合)

内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)＊21 内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)＊22 内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)＊22

搭載(Version 1.0) 搭載(Version 2.0) 搭載(Version 2.0)

メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、
高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、

高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1

SDメモリーカード＊24＊25/マルチメディアカード(MMC)×1 SDメモリーカード＊24＊25/マルチメディアカード(MMC) x 1 SDメモリーカード＊24＊25/マルチメディアカード(MMC)×1

－ Type II×1 －
ExpressCard/34×1 － ExpressCard/34×1

なし 搭載 搭載
搭載 搭載 搭載

インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵
モノラルマイク インテル® High Definition Audio準拠、内蔵モノラルスピーカー DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality™」

(インテル® High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク

キーピッチ約19mm、キーストローク約2.5mm、87キー キーピッチ約17mm、キーストローク約2mm、87キー キーピッチ約17mm、キーストローク約1.7mm、87キー

インテリジェントタッチパッド インテリジェントタッチパッド インテリジェントタッチパッド

取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、
リカバリーディスク(Windows Vista Business 用/Windows XP 

Professional 用)

取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L)、リカバリーディスク (Windows 
Vista Business 用/Windows XP Professional 用)

取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、リカバ
リーディスク 

(Windows Vista Business 用/Windows XP Professional 用)

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
約20W＊27＊26 約9W＊26 約10W＊26

約1.2W＊27 約1.3W 約1W

l区分 0.00027(AAA) l区分 0.00023 (AAA) l区分 0.00028 (AAA)
約9時間＊30 約10時間 約12時間 約10時間

約9時間(S)＊30、約13.5時間(L)＊30 約4.5時間(S)、約10時間(L) 約5.5時間(S)、約12時間(L) 約10時間(S)、約15時間(L)
約5時間(S) 約4.5時間 約4.5時間

約5時間(S)、約7時間(L) 約4時間(S)、約4.5時間(L) 約4.5時間(S)、約7時間(L)

・動作時：5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、およ
び35℃における湿度は65%以下)

・保存時：‐20℃～60℃ (ただし結露しないこと)

・動作時：5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)
・保存時：-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)

・動作時：5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、およ
び35℃における湿度は65%以下)

・保存時：-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)

約 幅314mm×高さ24.5mm(最厚部33mm)×奥行210mm 約 幅276.7mm×高さ25.2mm(最厚部27.2mm)×奥行216mm 約 幅279mm×高さ23.5mm(最厚部30.7mm)×奥行199.8mm

約1.45kg(バッテリーパック装着時) 約1,156g(約1.156kg)(バッテリーパック装
着時)

約1,198g(約1.198kg)(バッテリーパック装
着時)

約1,146g(約1.146kg)(バッテリーパック装
着時) 約1,260g(約1.26kg)(バッテリーパック装着時)
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本体のカラー＊に加えて、カーボン

やマグネシウム合金などの素材＊、

または光沢の有無＊が選択可能

カラーや素材を
カスタマイズ

OSやCPU、メモリーやハードディ

スクの容量などの基本性能をはじ

め、キーボードの配列やバッテリー

の容量まで選択が可能

スペックを
カスタマイズ

ワープロ・表計算ソフトや動画編集

ソフト、VAIOアプリケーションな

ど、ソフトウェアの有無を選択可能

ソフトウェア構成を
カスタマイズ

オンサイト修理（出張修理）または、

引き取り修理を選択可能

購入後の保証を
カスタマイズ

0120-651-833
0466-31-5123携帯・PHS・IP電話

でのご利用

フリーダイヤル インターネットでの購入はここから 〉〉

sony. jp/va io/b iz/store/

インターネットで
24時間いつでも

見積り・購入が可能

電話で
電話でじっくり相談して、

納得できるモデルを購入

お近くの法人向けVAIO取扱店での購入はここから 〉〉

sony . j p / va io /b i z /pa r t ne r /

法人向けVAIO取扱店で
全国各地に、法人向けVAIOの

取り扱い店を用意

＊対象モデルのみ選択可能

受付時間：月～金 10：00～18：00（土・日・祝日休）
www.jp.sonystyle.com/Business/Teleshop

薄型・軽量約898g＊1。軽さと薄さを

併せ持つ、ビジネスモバイル

typeG

12.1型
液 晶

type Gについて詳しくは〉〉sony.jp/vaio/biz/g/

Office
Personal 2007

with 
PowerPoint 2007

搭載/�
搭載�

なし/�
搭載�

なし/�
なし�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

SU9400
（1.40 GHz）�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

SU9300
（1.20 GHz）�

インテルR CeleronR

プロセッサー 723
 （1.20 GHz）�

4GB＊3

（2GB×2）�
デュアルチャンネル転送�

3GB
（2GB×1+1GB×1）�
デュアルチャンネル転送�

2GB
（2GB×1）�

1GB
（1GB×1）�

なし�

搭載�
(802.11a/b/g/n＊5）�

/搭載�

なし/なし�

日本語配列�
カナなし�
�

なし�

なし�

ATOK 2008
for Windows
[広辞苑 第六版 セット]

ATOK 2008
for Windows

Windows VistaR 
�

Business 
（SP1）32ビット�

正規版�

英字配列� 日本語配列�

搭載�

標準�
バッテリー（L）�

軽量�
バッテリー（S）�

SSD 約256GB
（128GB×2）（RAID 0）�

DVDスーパー�
マルチドライブ�

SSD 約256GB
（128GB×2）�
（RAID 0）

SSD 約128GB
（64GB×2）�
（RAID 0）

SSD 約64GB
（64GB×1）�

SSD 約128GB
（64GB×2）（RAID 0）�

DVDスーパー�
マルチドライブ�

SSD 約64GB
（64GB×1）�

DVDスーパー�
マルチドライブ�

1.8型HDD
約160GB

DVDスーパー�
マルチドライブ�

2.5型HDD
約320GB

2.5型HDD
約160GB

1.8型HDD
約160GB

1.8型HDD
約120GB

1.8型HDD
約80GB

1.8型HDD
約120GB

DVDスーパー�
マルチドライブ�

1.8型HDD
約80GB

DVDスーパー�
マルチドライブ�

Windows VistaR

Business （SP1）�
32ビット正規版�

（MicrosoftR WindowsR

 XP Professional 
ダウングレード 代行�
インストールサービス）�

Office 
Personal 2007

Office 
Professional

2007

＊4�
�

＊4�
�

＊4�
�

＊4�
�

SSDのみ�

DVDスーパー�
マルチドライブ�
搭載�

DVDスーパー�
マルチドライブ�
搭載�

HDDのみ�

プレミアムブラウン� シルバー� ブラック�

法人向けカスタマイズ�
限定モデル�

法人向けカスタマイズ�
限定モデル�

プレミアムカラー�

※カラーまたは柄の�
サンプルはイメージです�

CPU

メモリー�

ストレージ�

ワイヤレスLAN/
Bluetooth機能�

FeliCaポート�

指紋センサー/��
セキュリティーチップ�

キーボード�

バッテリー�

ワープロ・�
表計算ソフト＊6

日本語入力�
システム�
ソフトウェア＊4

OS

カラー�

＊1：OSでWindows Vista® Business with SP1 32ビット正規版を選択した場合。＊2：OSでWindows Vista® Business
with SP1 32ビット正規版（Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレード代行インストールサービス）を選択した場合。
＊3：32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。＊4：VGN-G3AAPSでは選択できません。＊5：IEEE 802.11nは
ドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応。＊6：VGN-G3AAPSはインストールディスクでの堤供になります。

適材適所を自分でつくる。
こだわりの1台、カスタマイズモデル

法人向け
カスタマイズ
モデル

Customize Model   

お支払い方法は、銀行振込、売り掛け（後払い）、クレジットカード、代金引換から選べます

※売り掛けについては、ORIX-ECサービスによる売り掛け形式での支払いが可能。ORIX-ECサービスとは、オリックス株式会社が提供する法人および個人事業主向けの決済サービスです。購入の際、

ORIX-ECサービスへの入会が必要となります（入会金、年会費無料）※売り掛けでの購入は、購入金額の合計が2万円以上であることが必要です

見積書を購入前に発行。インターネットでの購入なら、24時間いつでも発行＊が可能です

＊オンラインでの発行となります。印刷が可能です

VAIO本体の購入なら、いつでも送料が無料。お客様の指定場所に工場から直送します

◎行き届いた購入時サービス

約898g＊1

質 量＊2

＊1：光学ドライブなし、バッテリーパック（S）、メモリー1GB、SSD
64GB、FeliCaポートなし、指紋センサー/セキュリティーチップなし、
ワイヤレスLAN/Bluetooth機能なし選択時 ＊2：仕様の選択により
質量は変動します

ソニーがおすすめする Windows Vista® Business
typeB

Z
typeG

typeZ
typeS

typeT
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

品
質
試
験

環
境

主
な
仕
様

法
人
向
け

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
モ
デ
ル

関
連
製
品

サ
ー
ビ
ス
・
サ
ポ
ー
ト

◎選べる購入方法

◎ワークスタイルにあわせ、仕様や保証をカスタマイズ可能

すべてに、ビジネスでの使いやすさを徹底追求。

高性能・多機能のオフィスノート

type BZ

Office 
Personal 2007

Office
Personal 2007

with 
PowerPoint 2007

Office 
Professional

2007

約128GB 約64GB

約320GB
（5400回転/分）�

約320GB
（7200回転/分）�

約250GB
（7200回転/分）�

約250GB
（5400回転/分）�

約200GB
（7200回転/分）�

約160GB
（5400回転/分�

約80GB
（5400回転/分）�

約200GB
（5400回転/分）�

搭載/搭載� なし/搭載�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

T9600
（2.80 GHz）�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

T9400
（2.53 GHz）�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

P8600
（2.40 GHz）�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

P8400
（2.26 GHz）�

インテルR  
CeleronR

 プロセッサー�
575（2 GHz）�

4GB＊5

（2GB×2）�
デュアルチャンネル転送�

2GB
（2GB×1）�

1GB
（1GB×1）�

DVDスーパー�
マルチドライブ�

搭載 
（802.11a/b/g/n＊6）�

�

なし�ATOK 2008
for Windows

なし�

なし＊7搭載�

搭載�

15.4型 ワイド �
1440×900ドット�
[クリアブラックLE液晶＊4]

15.4型 ワイド �
1280×800ドット�

大容量�
バッテリー（L）�

標準�
バッテリー（S）�

ディスプレイ�

CPU

OS

メモリー�

ワイヤレスLAN

FeliCaポート�

バッテリー�

ワープロ・�
表計算ソフト＊8

日本語入力�
システム�
ソフトウェア＊9

指紋センサー/��
セキュリティーチップ�

Webカメラ�
《MOTION EYE》�

ストレージ�

SSD

HDD

HDD

ドライブ�

Windows VistaR 
�

Business 
（SP1）32ビット�

正規版�

Windows VistaR 
�

Home Basic 
（SP1）32ビット�

正規版�

Windows VistaR

Business （SP1）�
32ビット正規版�

（MicrosoftR WindowsR

 XP Professional 
ダウングレード 代行�
インストールサービス）�

type BZについて詳しくは〉〉sony.jp/vaio/biz/bz/

＊1：OSでWindows Vista® Business with SP1 32ビット正規版を選択した場合。＊2：OSでWindows Vista® Home Basic with
SP1 32ビット正規版を選択した場合。＊3：OSでWindows Vista® Business with SP1 32ビット正規版（Microsoft®

Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス）を選択した場合。＊4：15.4型ワイド1440×900ドット
[クリアブラックLE液晶]を選択した場合、Webカメラ「搭載」になります。＊5：32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになり
ます。＊6：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応。＊7：ディスプレイで15.4型ワイド1280×800ドットを選択した
場合のみ選択可能。＊8：VGN-BZAAPSはインストールディスクでの提供になります。＊9：VGN-BZAAPSでは選択できません。

＊1：仕様の選択により質量は変動します
＊2：仕様選択範囲における最軽量値です

パーソナルコンピューター

VGN-BZAANS＊1・BZAAHS＊2・BZAAPS＊3

Windows Vista® Business with SP1
32ビット正規版（VGN-G3AANS）

Windows Vista® Business with SP1
32ビット正規版（Microsoft® Windows® XP 

Professionalダウングレード
代行インストールサービス）（VGN-G3AAPS）

O S

15.4型ワイド
液 晶

Windows Vista® Business（SP1）
32ビット正規版（VGN-BZAANS）

Windows Vista® Home Basic（SP1）
32ビット正規版（VGN-BZAAHS）

Windows Vista® Business（SP1）
32ビット正規版（Microsoft® Windows® XP 

Professional ダウングレード
代行インストールサービス）（VGN-BZAAPS）

O S

約2.6kg＊2

質 量＊1

パーソナルコンピューター

VGN-G3AANS＊1・G3AAPS＊2
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ソニーがおすすめする Windows Vista® Business
typeB

Z
typeG

typeZ
typeS

typeT
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

品
質
試
験

環
境

主
な
仕
様

法
人
向
け

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
モ
デ
ル

関
連
製
品

サ
ー
ビ
ス
・
サ
ポ
ー
ト

typeZ

法人向けカスタマイズモデル

ビ ジ ネ ス シ ー ン に 活 躍 す る V A I O 関 連 製 品

ワイヤレスプレゼンテーションマウス

VGP-WMS50A オープン価格

●「PowerPoint」スライドの「送り戻し」ができるプレゼンテーション
モードを用意。PCから離れて使えるので、プレゼンテーションを効
果的に演出●スクロールポインター（Scroller & Pointer）を搭載。
画面上での横へのスクロールに対応。プレゼンテーションモード時に

は、「PowerPoint」スライドのカーソル操作が可能●底部に「PTFE
（フッ素樹脂）ソール」を採用

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

全モデル対応

最新の機能とモビリティーを備えた

メインマシン。ハイパフォーマンスモバイル

type Zについて詳しくは〉〉sony.jp/vaio/biz/z/

英字配列�

Office 
Personal 2007 なし�

搭載� なし�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

T9800
（2.93 GHz）�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

P9600
（2.66 GHz）�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

P8700
（2.53 GHz）�

インテルR  CoreTM 2
 Duo プロセッサー�

P8600
（2.40 GHz）�

4GB＊6

（2GB×2）�
（デュアルチャンネル転送）�

2GB
（2GB×1）�

ブルーレイ�
ディスクドライブ�
[ DVDスーパーマル�
チ機能搭載 ]＊7＊8＊9

DVDスーパー�
マルチドライブ�

なし�

なし�

搭載�
（802.11a/b/g/n＊10）�

日本語配列�

�

なし＊14

13.1型 ワイド（16:9）�
1600×900ドット�
[クリアソリッド液晶]�
(リッチカラー）�

約256GB＊7

（128GB×2）（RAID 0）
約128GB＊7

（64GB×2）（RAID 0）
約64GB＊5

（64GB×1）

搭載�

なし�搭載�

搭載＊7＊11

+
13.1型 ワイド（16:9）�

1366×768ドット�
[クリアソリッド液晶]�
(リッチカラー）�

+
NVIDIA

R

GeForce
R

9300M GS GPU
（専用ビデオメモリー�

256MB）�

NVIDIA
R

GeForce
R

9300M GS GPU
（専用ビデオメモリー�

128MB）

＊5

約320GB
（7200回転/分）�

約320GB
（5400回転/分）�

約250GB
（7200回転/分）�

約250GB
（5400回転/分）�

Office
Personal 2007

with 
PowerPoint 2007

Office 
Professional

2007

ATOK 2008
for Windows

（30日期間限定版）＊13

ATOK 2008
for Windows
[広辞苑 第六版 セット]

ATOK 2008
for Windows

Windows VistaR 
�

Business 
（SP1）64ビット�

正規版�

Windows VistaR 
�

Home Premium 
（SP1）64ビット�

正規版�

Windows VistaR 
�

Ultimate 
（SP1）64ビット�

正規版�

Windows VistaR

Business （SP1）�
32ビット正規版�

（MicrosoftR WindowsR

 XP Professional 
ダウングレード 代行�
インストールサービス）�

大容量�
バッテリー（L）�

標準�
バッテリー（S）�

ストレージ�

ディスプレイ�
　  +�
グラフィック�
アクセラレーター�

CPU

OS

カラー/デザイン�

メモリー�

ワイヤレスLAN

ワイヤレスWAN

ドライブ�

FeliCaポート�

バッテリー�

キーボード�

ワープロ・�
表計算ソフト＊12

日本語入力�
システムソフトウェア＊7

指紋センサー&��
セキュリティーチップ�

Webカメラ�
《MOTION EYE》�

SSD

HDD

プレミアム�
カーボン�

シャドー�
ボーダー�

ライン�
ストーム�

ボタニカル�
ガーデン�

ゴシック�
アラベスク�

ブラック�

法人向けカスタ�
マイズ限定モデル� 法人向けカスタマイズ限定モデル�

※カラーまたは柄の�
サンプルはイメージです�

プレミアムカラー� プレミアムデザイン�

13.1型ワイド（16：9）
液 晶

約1.35kg＊2
質 量＊1

Windows Vista® Ultimate（SP1）64ビット正規版（VGN-Z91YS）

Windows Vista® Home Premium（SP1）64ビット正規版（VGN-Z91JS）

Windows Vista® Business（SP1）64ビット正規版（VGN-Z91DS）

Windows Vista® Business（SP1）32ビット正規版
（Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレード

代行インストールサービス）（VGN-Z91PS）

O S

＊1：仕様の選択により質量は変動します＊2：仕様選択範囲における最軽量値です

全モデル対応

Bluetooth レーザーマウス

VGP-BMS33 オープン価格

●高感度レーザーセンサー搭載＊1＊2●Bluetooth®機能内蔵VAIOと、レシー
バーなしでスマートにつながるワイヤレスマウス●スリムなので手になじみ

やすく、持ち運ぶ時はカバンなどにすっきり収納●電池消耗を軽減する

オートパワーセーブ機能を搭載●底部に「PTFE（フッ素樹脂）ソール」を採用

type A type BZtype F type C

＊1：レーザーセンサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材（ガラス・鏡など）の
上では正しく動作しない場合があります＊2：実際のレーザーは不可視光線です
＊3：法人向けカスタマイズモデルではBluetooth機能搭載を選択した場合のみ対応

●デスクトップPC・ノートPCの両方で使える薄型・軽量のフロッピーディ
スクドライブ●USBコネクターに接続してすぐに使用可能●VAIOにマッ
チするデザイン●外形寸法：約 幅103.5×高さ17.0×奥行142.0mm
●質量：約260g●ケーブル長：約475mm

パーソナルコンピューター

VGN-Z91YS＊1・Z91JS＊2・Z91DS＊3・Z91PS＊4

USBスピーカー
VGP-USP1 オープン価格

●パソコン本体と一緒にかかえて持ち運べる薄型構造●USBケーブ
ルのみで簡単接続。USBバスパワー対応により、外出先でも電源ケー
ブルや音声ケーブルが不要●外形寸法：約 幅270×高さ120×奥行
30mm●質量：約520g●ケーブル長：約88cm

＊1：OSでWindows Vista® Ultimate  with SP1 64ビット正規版を選択した場合。＊2：OSでWindows Vista® Home Premium  with
SP1 64ビット正規版を選択した場合。＊3：OSでWindows Vista® Business  with SP1 64ビット正規版を選択した場合。＊4：OSで
Windows Vista® Business  with SP1 32ビット正規版（Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレード代行インストールサービス）
を選択した場合。＊5：ドライブはDVDスーパーマルチのみ選択可能。＊6：Windows Vista® Business with SP1 32ビット正規版
（Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス）を選択した場合、実効最大容量は約3GBとなります。
＊7：VGN-Z91PSでは選択できません。＊8：13.1型ワイド（16：9）1600×900ドットおよび専用ビデオメモリー256MBを選択した場合のみ選
択可能。＊9：本機のドライブはDVD±R DLの書きこみには対応していません。＊10：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対
応。＊11：この機能を使うには（株）NTTドコモとの回線契約が必要です。＊12：VGN-Z91PSはインストールディスクでの提供になります。＊13：
VAIOアプリケーション「なし」を選択した場合は選択できません。＊14：VAIOアプリケーション「あり」を選択した場合は選択できません。

Bluetoothプレゼンテーション
コントローラー

VGP-BRMP10 オープン価格
●タッチパッドと操作ボタンにより、プレゼン
テーション時にBluetooth®機能内蔵のVAIO
をワイヤレスで操作可能●Bluetooth®により、
最長約10mまでの通信に対応＊1●外形寸法：
約 幅40×高さ10.9（最厚部20.2）×奥行
104mm●質量：約52g（乾電池含む）

＊1：通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害
物、設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OS
などにより異なります＊2：法人向けカスタマイズモデ
ルではBluetooth機能搭載を選択した場合のみ対応

type Ftype A type Ctype BZ type S
type G type Ttype Z

●USBケーブルですぐに接続でき、幅広いDVDメディアに対応●最大
8.5GBの大容量書きこみのできる2層記録も可能●スリムで持ち運びし
やすく、VAIOにもマッチするデザイン●外形寸法：約 幅135.5×高さ
19×奥行155mm●質量：約440g●ケーブル長：約1m

type P

type T
先進の機動力を。

さらに強化した革新のモバイル

type S

type R

オンもオフも、手ばせないPCへ。
小さい、軽い、そして美しい。

「ポケットスタイルPC」誕生

オフィスで、外出先で、

機能をスイッチ。

スマートに使いこなす

マイモバイル・スタイル

ハイビジョン映像も

写真も自在に操れる。

VAIO最高峰の、

HDアートスタジオ

type Rについて詳しくは〉〉sony.jp/vaio/biz/r/

パーソナルコンピューター

VGC-RT91CYS・RT91YS・RT91JS・RT81US

type Pについて詳しくは〉〉sony.jp/vaio/biz/p/

パーソナルコンピューター

VGN-P90NS・P90S・P90HS

type Tについて詳しくは〉〉sony.jp/vaio/biz/t/

パーソナルコンピューター

VGN-TT91YS・TT91JS・TT91DS・TT91PS

type Sについて詳しくは〉〉sony.jp/vaio/biz/s/

パーソナルコンピューター

VGN-SR92US・SR92S・SR92NS・SR92PS

ビジネスPCバッグ（スリム）
VGP-MBB30オープン価格
●ビジネスにもプライベートにも使えるスリムなPCバッグ
●スリムデザインながら充実の収納スペース
●外形寸法：約幅420×高さ300×奥行90mm

ネイビーブルー（L）

ベージュ（TJ）

ブラウン（T）

用 途 に 応 じ て 、 機 能 性 と デ ザ イ ン 性 を 兼 ね 備 え た V A I Oの P Cバ ッ グ

type S type Gtype Ztype C

関連製品について詳しくは〉〉sony.jp/vaio/acc/

type Z type Ttype G
type S

Bluetooth レーザーマウス
VGP-BMS77 オープン価格

●ワイヤレスマウスで、電池交換が不要な充電式●付属の充電用ク

レードルは非接触充電式を採用し、接点不良によるトラブルを解消

●Bluetooth®搭載機種にアダプターなしで接続可能●外形寸法：約

幅56.4×高さ34.1×奥行122mm

全モデル対応

ビジネスPCバッグ（トラベル）
VGP-MBB50 オープン価格

●2泊程度の出張に最適サイズの機能的PCバッグ
●PCや書類などを入れて単独でも使えるインナーバッグ付属
●肩から滑り落ちにくいブーメラン型ショルダーベルト付属
●外形寸法：アウターバッグ約幅480×高さ340×奥行160mm

インナーバッグ約幅430×高さ300×奥行70mm

type Z type Ttype Gtype S

PCキャリングバッグ
VGP-MBC30 オープン価格

●前面メッシュポケットに周辺機器を収納可能
●持ち運びに便利なショルダーベルト付属
●外形寸法：約幅390×高さ290×奥行90mm

type BZtype F type Stype Ctype Ntype Ctype N type Ztype S

ビジネスPCバッグ
VGP-MBB40 オープン価格

●通勤、日帰り出張に適した収納力
●肩から滑り落ちにくいブーメラン型ショルダーベルト付属
●外形寸法：約幅430×高さ300×奥行140mm

type BZ

底面

落下時などの
衝撃を吸収

低反発ウレタンフォーム

PC ※「VAIO Smart Protection®」はソニー株式会社の登

録商標です ※「VAIO Smart Protection®」は、外部

の衝撃からパーソナルコンピューターを守りやすく

作られていますが、100%の保証をするものではな

く、ご使用方法や状況により保護しかねる場合がご

ざいます。パーソナルコンピューターは精密電子機

器ですので、お取扱いにはご注意ください

独自の衝撃吸収構造

「VAIO Smart Protection®」の

採用により、PCをモバイルシーン
でしっかり保護

バイオ スマート プロテクション

ホワイト（W）

ブラック（B）

シルバー（S）

キャリングポーチ

VGP-CP23 オープン価格

●type G専用のキャリングポーチ。バッテリーパック（L）を装着時でも収
納可能●ACアダプターなどが収納できるストラップ付きミニポーチを
付属●外形寸法：約 幅320×高さ260×奥行22mm

type G

側面

2層構造で液晶を保護

ポリウレタンフォーム
+

プラスチックダンボール

USBポータブルハードディスクドライブ
VGP-UHDM25 オープン価格
●大容量データを手軽に持ち運ぶことが可能●オートロック&ワイヤレス
キーによるセキュリティー機能を搭載し、データの流出を防止●エネル

ギー消費効率：e区分0.0052（W/GB）●外形寸法：約 幅80.3×高さ
22.6×奥行158mm（突起物含まず）●質量：約280g（乾電池含む）

全モデル対応

type Ttype G type G type Ptype Ttype Z type Ptype Ttype P

type P

type T type Ptype G＊ ＊

＊法人向けカスタマイズモデルで光学ドライブ「なし」を選択した場合

USB DVD
スーパーマルチドライブ

VGP-UDRW1 オープン価格
USBフロッピー
ディスクドライブ

VGP-UFD1 オープン価格

type Rtype P type A type BZtype F type C

＊法人向けカスタマイズモデルではBluetooth機能搭載を選択した場合のみ対応

type Z type Ttype G
type S
type Rtype P

type P

＊

＊3 ＊3

＊

＊ ＊

＊2 ＊2
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充実した内容と確実な対応。最大効果と最小ロスをめざしたサポート体制
サービス・
サポート

Service・Support

ソニーがおすすめする Windows Vista® Business
typeB

Z
typeG

typeZ
typeS

typeT
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

品
質
試
験

環
境

主
な
仕
様

法
人
向
け

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
モ
デ
ル

関
連
製
品

サ
ー
ビ
ス
・
サ
ポ
ー
ト

無  

償�

有  

償�

〈ベーシック〉＊1

〈ワイド〉＊2

3年　�

3年　�

メーカー保証�
対象の故障�

落下など�
による破損�

水濡れ� 火災� 落雷／水害�無償修理�
対応範囲�

購入1年目� 2年目� 3年目�

使用済みの法人向けパソコンを回収・再資源化する

PCリサイクル

資源有効利用促進法に基づき、PCの回収・再資源化を行います。

お問い合わせ先
ソニーパソコンリサイクル受付センター

03-5424-6703
受付時間：月～金 10：00～17：00（土・日・祝日、ソニー指定の休日を除く）

03-5424-6701FAX

WEB サイト（法人ユーザー様専用）

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/pcrecycle/

business/jigyoukei.html

サポート

□ VAIOキッティングサービス
ビジネスソフトのインストールなどを承り、ご希望の環境に設定します。

□ VAIOメモリー増設サービス
VAIO純正のメモリーを増設してお届けします。

□ VAIO設置・設定サービス
開梱、設置からネットワークの設定・空箱廃棄まで、さまざまなサービスを提供します。

□ VAIO保守サービス
お客様の要望にあわせたさまざまな保守サービスをご提供可能です。

導入時サービス（有償）

□VAIO ビジネスクライアントサポートデスク

法人向け修理相談窓口
購入後のサポートを法人向け専門スタッフが迅速に対応する、法人

のお客様専用修理相談窓口です。

ワンストップで問題解決

法人向け修理相談窓口

・障害のきり分け

・引き取り修理受付

・オンサイト修理受付
（オンサイト修理サービス付帯モデルのみ）

など、修理に関するご相談を承ります。

3年�

サポートデスク�

VAIOビジネス�
クライアント�

VAIO購入時に中古パソコン買い取りの希望がある場合には、

デジタルリユース（株）の中古PC買取サービスをご紹介します。

パソコンの買い替え時に使用済みパソコンの廃棄を支援

中古PC買取サービス

使
用
済
み
パ
ソ
コ
ン

手
解
体
・
分
別

鉄類

アルミ・銅

プラスチック

プリント基板

ガラス

二次電池

最終処分

再資源化

再利用

部品リユース

事業などで使用済みパソコンのリサイクルについては、「ソニー

パソコンリサイクル受付センター」がFAXまたはWEBサイトに

て承ります。

＊1：保証期間は、メーカー保証書（期間1年）終了後2年間 ＊2：保証期間は、購入日から起算して3年間

さらに安心を広げる 保証の延長・拡張サービス

選べる保証

標準の3年保証の内容を拡張する〈ワイド〉をご用意。さらに、3年間
の出張修理サービス付のオンサイト〈ワイド〉も選べます。

〈ベーシック〉引取修理（法人向けカスタマイズモデルは標準となります）
保証書に記載されているメーカー保証の内容を、3年間に延長するサービスです。本体はも
ちろん、ソニースタイルで購入時に増設したメモリーもサービス対象となります。

〈ワイド〉引取修理
メーカー保証の内容を3年間に延長。さらに破損／水濡れ／火災／落雷／水害といった

偶発的な事故などまで保証内容を拡張し、引取修理を行うサービスです。

オンサイト〈ベーシック〉出張修理
メーカー保証の内容を、3年間に延長。さらに、専門のサービスエンジニアが出張訪問して、
その場で修理を行うオンサイト（出張修理）サービスを付けた保証です。

オンサイト〈ワイド〉出張修理
メーカー保証の内容を、3年間に延長。加えて、破損／水濡れ／火災／落雷／水害などまで
保証内容を拡張し、さらに3 年間の出張修理サービスを付けた保証です。

「オンサイト修理サービス」は、日本全国＊2を対象に連絡をいただい

た日の翌営業日＊3に、製品を熟知したサービスエンジニアがお客様

のもとへ出張修理に伺うので、仕事のロスと修理に関するお客様の

負担を最小限に抑えられます。

＊1:type Pは選択できません。＊2:離島および一部地域を除く。対象エリアのご確認は、オンサイト修理
サービスカードに記載されている「VAIO ビジネスクライアントサポートデスク」にご連絡ください ＊3:14
時までに修理項目が確定した場合 ※法人向け標準仕様にはオンサイト修理サービスの付帯はありません

オンサイト修理サービスのメリットは、その迅速な対応にあります。PC

トラブル時に発生する、タイムロスによる機会損失を回避できます。

※一部の機種、または故障内容によっては引取修理サービスとなる場合がございます

? !
VAIOがトラブル 出張修理 ロスを最小限に

※50台以上限定のサービスとなります

法人向け
カスタマイズモデル

法人向け
標準仕様

エンジニアが出張訪問して修理する

オンサイト修理サービス
法人向け

カスタマイズモデル

製品を熟知したエンジニアが出張訪問し、その場で修理

type BZtype G type Stype Z type T

購入時サービス

保証

標準保証

無
償�

購入1年目� 2年目� 3年目�

通常の�
メーカー�
保証�

3年保証�

メーカー保証（1年間引取修理保証）を3年間に延長した、3年保証
（法人向けカスタマイズモデルは〈ベーシック〉）を標準でご用意。

延長保証で安心を提供

3年保証3年�3年�保証�延長� 法人向け
カスタマイズモデル

法人向け
標準仕様

ご購入日から一年間は、日本以外の対象国および地域においても、保証

規定にのっとり現地にて無料修理をご提供いたします。また保証期間経

過後も、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により現地での

有料修理も可能です。修理受付は、現地コールセンターにて承ります。

International Repair Service Program

（国際修理プログラム）

type Z＊type G typeT

法人向け
カスタマイズモデル

法人向け
標準仕様

＊法人向けカスタマイズモデルのみ

回収／買取サービス

※音楽・映像編集などAV系アプリケーションソフトなどの使い方のご相談は、
「使い方相談窓口」をご利用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください

・Q&A検索
・アップデートプログラム

・マニュアル

・対応関連製品一覧

・概算修理料金

・製品カタログ

□ VAIO カスタマーリンク

法人向けサポートページ

http://vcl.vaio.sony.co.jp/business/

最新のサポート情報を、いつでもホームページで入手。

困ったときすぐに簡単検索できるサービス

インターネットでサポート

◎お持ちのVAIO専用ページへ、ボタンひと押し

◎製品別サポート情報

「製品別サポート情報」ページから、「自動ジャン

プ」ボタンひと押しで、お持ちのVAIOの専用

サポートページへジャンプできます。

type BZtype G type Stype Z type T

＊1



「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有

表示方法（JIS C 0950）です。このカタログに記載されて

いるすべての商品は、特定化学物質の含有率が基準以下で

あることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。�

（2006年1月1日以前に生産した商品の一部を除く）�

ソニーは、2002年から世界共通の化学物質管理基準を導入し、�

「グリーンパートナー環境品質認定制度」を制定。世界中�

約4,000社の部品供給企業とパートナーシップを結び、原材料や

部品の調達時から化学物質の管理を徹底。より良い環境品�

質を追求しています。�

ソニー独自のグローバルな環境管理� J-Mossグリーンマークに適合�

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全に関する注意

安全に使用するために ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください
商品使用上の注意 ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作
権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人
として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、注意ください
●バッテリーは消耗品です●本製品は国内専用です。

カタログ上の注意●画面はハメコミ合成です●掲載商品の仕様および外観は、改良のた
め予告なく変更されることがあります ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合が
あります ●必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ大切に保管してください
●当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有
しています。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする●内部に水や異物が入った●製品を落としたり、キャビネットを破損した

ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、
ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります(液晶ディスプレイ画面の表示し
うる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です）。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合
があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

液晶画面についての注意

●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Outlook、PowerPoint、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの
米国およびその他の国における商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino
Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、
Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Intel Atom は、アメリカ合衆国およびそ
の他の国における Intel Corporationの商標です。●VAIOはソニー株式会社の登録商標です。●“STAMINA”及び「スタミナ」は、
ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触IC

カードの技術方式です。●eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、
同社の登録商標です。●「iモード」「おサイフケータイ」は、NTTドコモの商標または登録商標です。●Suica、モバイルSuicaはJR東日
本の登録商標です。●ICOCAはJR西日本の登録商標です。●「かざしてポン！」および「かざポン」はフェリカネットワークスの商標で
す。●「Edy（エディ）」はビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●Bluetoothはその商標
権者が所有している商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は、

一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM 、®マークは明記しておりません。

VAIOに関する注意 ■ CD再生/録音・DVD再生についての注意 ●本製品では、コンパクトディスク（CD）規格、デジタルバーサ
タイルディスク（DVD）規格、またはDVD+R/+RW規格のいずれかに準拠していない各種ディスクはその動作、音質を保証できません。
●DualDiscはDVD規格に準拠した面と音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面はコンパクトディスク（CD）
規格に準拠していないため、再生を保証しません。■ DVDビデオ再生についての注意 ●本機では地域番号（リージョナルコード）とし

て「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生（デコード）し
ています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音が途切れたり、
コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。■ DVD+R/+RW・

DVD-R/-RW・DVD-RAMについての注意 ●データ形式での追記は、付属のソフトウェアにより可能です。なお、追記にて記録した

データは、他のDVDドライブでは読みだせない場合があります。●メディアの最高速で書きこめないことがあります。●複製不可の設定
がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。●VAIOで作成したDVDビデオに関する再生互換性に
関しては（www.sony.jp/products/Consumer/dvdguide/play/index.html）で案内します。ただし、これは再生互換性を保証するもの

ではありません。「VAIOリカバリーセンター」は、DVD-R DLへの記録に対応していません。■ 各種サービスについての注意 各種サービ

スは、都合によりソニーおよび提供者の判断にてご提供を中止・中断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ソフトウェ

アの一部機能が使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。■光学式マウスについての注意 光学式センサー

の特性上、透明な素材や光を反射する素材（ガラス・鏡など）の上では正しく動作しない場合があります。その場合は、このような素材の上を

避けるか、市販の光学式マウス対応マウスパッドなどを使用ください。■ ハードディスク上のデータ消去に関する注意 ご使用になってい

たVAIOの廃棄などを行う際には、ハードディスクに記録された全データを消去することを強くおすすめします。詳細は、VAIOホームページ
［サポート］内のご案内（http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html）をご参照ください。■ メモリーカードについての注意 本

機器では、2008年9月時点で一般の販売店で購入できる16GBまでのソニー製の“メモリースティック”と、主要なメモリーカードでのみ動作
確認を行っています。ただし、すべての“メモリースティック”ならびにメモリーカードでの動作を保証するものではありません。メモリーカード

アダプターを重ねてご使用になる場合、動作の保証はできません。■ データロストについての注意 本製品の誤操作や不具合など、何ら

かの原因でデータ消去破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修または補償については致しかねますのでご了承ください。

ソニーがおすすめする Windows Vista® Business

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または
買い物相談窓口にお問い合わせください
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お買い求めは当店へ

商品に関するお問い合わせは

VAIOカスタマーリンク買い物相談窓口
フリーダイヤル 0120-433-365
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-5051
●受付時間 10:00～20:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 ／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18
ソニースタイルジャパン株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18


