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テレビ番組をつぎつぎ録画。再生は美しく。

DVD作りもシンプルに。

音楽も写真も、楽しみをバイオにためる。

部屋に一台、そばにバイオがあればもっと楽しくなる。

DVD作りまで楽しめる、これからのテレビ生活。

ラインアップ

バイオW
その大画面、そのスタイルで、テレビを心地よく。

サポート＆サービス

関連製品

ソフトウェア

主な仕様

機能・楽しみ比較

テレビ録画
録りためるから、テレビがいつでも面白い。

DVD作成
その手軽さ。録画するたび、DVDにしたくなる。

音楽
ためる、聴く、連れ出す。バイオひとつで音楽生活。

静止画
楽しみは、撮ったあとに、またはじまる。

ネットワーク
リビングへ、外出先へ。楽しみはその場に呼び集める。

このカタログの内容について、詳しくお知りになり

たい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIO

カタログセンターにお問い合わせください。

（インフォメーション）INFORMATION

VAIOカタログセンター
電話 03-5454-0700
受付時間 月～金10：00～20：00（土・日・祝日休）

0302 ※画面はハメコミ合成です。

部屋にバイオのある暮らし

自分に似合うモデル探し
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バイオV
スリムに置いて、いっそう自由にテレビ生活。
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バイオRZ
バイオ最高峰の性能、贅沢な映像の楽しみ。

バイオHS
シンプルなスタイルと使いやすさにこだわって。

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

TV+DVD Rec !



＊1 最低4Mbps（CBR）まで再変換します。再変換しても容量オーバーする場合は、書き込む映像を減らす必要があります。＊2 VAIO Media Ver.2.5以降がインストールされている必要があります。※PCV-HS13BL5では、テレビの録画・アナログ映像の取り込みはできません。
※「DVD-R/-RW・DVD+R/+RWについてのご注意」（P31）もあわせてご覧ください。※画面はハメコミ合成です。

通常の書き込み 

容量オーバー 

ぴったり1枚機能 
長時間の 
映像 

記録したいMPEG映像がDVDの容量を超えた場合、ちょうど

1枚に収まるように画質を再変換する「ぴったり1枚機能」を備

えました。容量オーバー分の映像を減らす手間を省きます。

容量をオーバーしても、
画質を調整して1枚のDVDに＊1。

動画とあわせて写真も同じDVDの中へ。スライドショー形式

での記録も実現します。さらに、高画質な写真の元データも

保存可能。たくさんの写真をまとめて渡したい時に便利です。

写真も、動画とあわせて記録。
BGM付のスライドショーに。

メニューの背景やBGMは30種類から選択。背景が動くメ

ニューも選べます。またメニュー上のボタンは、各シーン内か

ら15秒間の実際の映像を表示。ひとめで内容がわかります。

映像の内容がひとめでわかるモーションメニュー。
楽しいデザイン、BGMなど、彩り豊かなDVD作品に。

不要な部分のカットや並び替え、メニュー画面の文字・背景・

BGMの選択など、いっそう凝ったDVD作成も可能。記録

モードも、「高画質」「標準」「長時間」から選択できます。

自由にカット・並び替え。
画質の選択も可能。

バイオ 他のバイオ 

ホームネットワーク（LAN）を通じて、他のバイオにためた録

画番組などをDVDに記録できます。ネットワークを感じさせ

ない操作性を実現しています。

他のバイオにためた映像を
ネットワーク経由でDVDに記録＊2。

こ
だ
わ
り
作
成

「Giga Pocket」と連係し、録った番組を手軽にDVDに記

録できます。「Giga Pocket」側で設定した「しおり」の位置

から、チャプターの自動作成も可能です。

録画したテレビ番組をDVDへ。
「しおり」がそのままチャプターに。

ハンディカムをつなぎ「おまかせコース」を起動、そしてワンク

リック。取り込み、メニュー作成、書き込みまですべて自動、

DVDが手軽に完成します。MICROMV機器にも対応します。

ハンディカムで撮った映像を、
ワンクリックでDVDに。

その手軽さ。録画するたび、DVDにしたくなる。
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DVD作成ソフト

「Click to DVD」
録画したテレビ番組やDVテー

プ、さらにアナログテープなど、

さまざまな映像素材をシンプル

操作でDVDに記録できます。

アナログ機器をAVケーブルでつないだら、作品名とテーマ

（背景・BGM）を決めて、「作成開始」をクリック。シンプルな

操作で、アナログ映像がDVDに仕上がります。

8ミリビデオやVHSなど
アナログ素材を手軽にDVDに。

バイオ 

s

「Click to DVD」を
起動。ワンクリックでDVDに。

ハンディカムを
i.LINKで接続。

手
軽
に
作
成
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クリック・トゥ・ディーブイディー

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

DVD作成
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録りためるから、テレビがいつでも面白い。

予約は手軽にインターネットで。
リモコン操作のみでの予約も可能に。

「スカイパーフェクTV!」や
BSデジタル放送なども予約録画。

バイオなら全シリーズ、
安定・高画質のハードウェア録画。

最長331時間＊3録画。
テープの入れかえも不要。

画面下のサムネイル（フィルムロール）を検索、見たい場面へ

一気にジャンプできます。また録画中に、録り終わったシーンを再

生可能。番組途中で帰宅しても、録画終了を待たず楽しめます。

目当ての場面へすぐ移動。
録画中に、録画済みシーンの再生も。

10分ごと、および音声の変わり目に、自動的に「しおり」を設

定可能。再生時に、前後へ「しおり」単位で移動できます。も

ちろん「しおり」の手動設定もできます。

DVD作成へ

番組内の各所に「しおり」を設定。
その場面へ手軽にジャンプ。

「Giga Pocket」搭載の全モデルに「Giga Pocket Engine」（各機

能はP28へ）を内蔵。高性能TVチューナーやハードウェアMPEG

エンコーダーにより、高画質で安定した録画を実現します。

ハードディスクにたっぷり録画可能。さ

らに録った後は、「サッカー」「映画」な

どジャンル別に明快に管理できます。

ざらつきを抑えて鮮明な映像を

再現する3次元DNR＊2など、数々

の高画質回路を搭載します。

録画予約はインターネット上の「iEPG番組情報サイト」から。クリックで手軽に予約できる

ほか、専用のiEPG番組表を呼び出して、リモコン操作のみでも予約が可能に＊1。さらに

外出先でも、携帯電話や他のパソコンで「テレビ王国」にアクセスし、予約できます。

iEPG番組情報サイト「テレビ王国」 http://www.so-net.ne.jp/tv/

PCV-RZ73P・RZ63
シリーズ搭載タイプ

3次元DNR

録画予約を学習し好みにあった番組を知

らせてくれる「レコメンド」機能など、「テレ

ビ王国」ならさらに便利に予約できます。

衛星放送も予約可能。AVケーブルでデジタルチューナーとつな

ぎ、チューナー付属のAVマウスをバイオの受光部へ。あとはチュー

ナー側で予約すれば、放送時間に自動で録画を開始します。

テレビ録画ソフト

「Giga Pocket」
デジタル高画質でテレビを録

画し、自在に再生。外出先か

ら録画予約できるなど、バイオ

の独自機能も豊富です。
※PCV-HS13BL5を除く全機種に搭載。

＊1ダウンロード提供予定のアップデートプログラムのインストールが必要です。詳しくはVAIOホームページ内［サポート］にてご案内します。＊2 バイオRZシリーズのみ搭載。なお、3次元DNRの写真は画質向上効果のイメージです。各機種ごとの「Giga Pocket Engine」の機能はP28をご覧ください。＊3 PCV-RZ73Pシリー
ズにて、長時間モードで録画した場合。※現在のデジタルチューナー動作確認機種（2003年9月現在）●デジタルCSチューナー：DST-700JS・800JS・D900・MS9・SD5・SD3・SP1・DP1、SAS-CR1SET・DP1SET●BSデジタルチューナー：DST-BX500・BX300（最新情報はVAIOホームページ[サポート]の「Giga
Pocket」ページにてご案内します。）※著作権保護のための信号が記録されているソフト、放送局側で録画禁止が設定されている番組、または「一回だけ録画可能」な番組の録画はできません。※デジタルチューナーからの映像の録画はアナログケーブル経由で行います。※地域、放送局、番組によっては録画予約機能が
利用できない場合があります。※外出先からのリモート録画予約にはインターネットの常時接続環境または、定期的なダイヤルアップ接続の設定が必要です。※「「Giga Pocket」についてのご注意」（P31）もあわせてご覧ください。※画面はハメコミ合成です。※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。

高画質（MPEG2） 

標準（MPEG2） 

長時間（MPEG1） 

8Mbps 

4Mbps 

1.41Mbps

約17分 

約34分 

約94分 

録画モード 転送レート 
1GBあたりの 
収録時間 

映像ケーブル 

音声ケーブル 

コントロール 

AVマウス 受光部 デジタル チューナー バイオ 
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テレビ録画

好みにあった番組を
自動的に選び、知らせてくれる。

ギガポケット

リモコン 

バイオ 

250GBの大容量。
最長367.5時間、録画。

i.LINK ハードディスクドライブ

PCVA-HD25 オープン価格
●i.LINKケーブル（別売）でバイオと接続
できる、外付けハードディスクドライブ。テ
レビ番組をさらに長時間録画できます。

P25参照

a

バイオに録りためたテレビ番組を
たっぷり持ち出し、どこでも楽しめる。

ハードディスクビデオプレーヤー

PCVA-HVP20 オープン価格 近日発売予定
●USB2.0でバイオとつなぎ、録りためたテレビ番組を高速転送。
MPEG2の高画質で再生できます。●20GBの外付けハード
ディスクドライブとしても使用可能です。

P24参照
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＊「イメージステーション」で注文できます。※印刷には市販のプリンターが必要です。※画面はハメコミ合成です。

デザイン性に富んだイラストなどで、年賀状をセンスよく作成。

ペンツールを使って描き込みも楽しめます。他にもクリスマス

用や引越し用など、多彩なテンプレートを用意しました。

年賀状などのポストカードを
シンプル操作でセンスよく作成。

アルバムづくりは、ガイドに従った自動レイアウトのほか、1ページごとに自由に並べていくことも。写真の回転や重ね合

わせ、描き込みができ、こだわりの作品に仕上がります。完成後は、プリントアウトはもちろん、メール送信も可能。FLASH

形式やPDF形式で送れるため、幅広いPC環境で楽しめます。また、完成作品をハードカバー製本＊することもできます。

写真を自由に並べ、手軽にアルバム作成。
完成後は、メールで仲間にプレゼント。

ガイドに従ってテンプレートやデザインを選ぶだけで、カレンダ

ーや名刺、シールなど、多彩なプリント作品を作成できます。

また写真の焼き増しも枚数を指定するだけの手軽さです。

カレンダーからシールまで、
多彩にプリント作品づくり。
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ためる、聴く、連れ出す。バイオひとつで音楽生活。

たくさんの曲もきちんと分類。
マイベストの作成も手軽。

デジタルカメラを接続したり、メモリースティックを差し込むだ

けで、撮った写真を自動的に取り込めます。一度取り込んだ

写真をメモリーカードから削除するよう設定も可能です。

デジタルカメラをつなぐだけで
写真を自動的に取り込み。

撮った写真を、撮影日時にあわせて年・月・日単位で並べ替えられる「カレンダービュー」機能を新搭載。たとえば

旅行の写真を並び替えれば、観光や食事をした場所、滞在・移動時間などが、のちのちも時刻を追って思い出せます。

また、思い出の写真のスライドショー表示も可能。BGMは、「SonicStage」（P6参照）登録曲から自由に選べます。

撮った時刻にあわせて、写真を整列。
旅の行程などがすぐに分かる「カレンダービュー」。

「SonicStage Mastering Studio」を使えば、音声入力端子を通じ

て、レコードなどのアナログ素材をバイオに高音質で録音可能。3

ステップのシンプル操作で、録音から編集、CD作成が可能です。

レコードやカセットの音を
取り込んで高品位なCDに。

アナログ素材のノイズ（レコードのプチッという雑音やカセットの摩擦音）を自動的に除

去できます。また、プロの現場でも使用される高度なエフェクターを4種搭載＊4。音の

奥行き感を調整したり、低音を自然に響かせたりと、多彩な「音づくり」が楽しめます。

気になるノイズを除去、
プロ仕様のエフェクターで音質補正も。

急に聴きたい曲ができたら音楽配信サイトへ。その場ですぐ購入、

「SonicStage」で管理できます。またお手持ちのCDもハードディ

スクに録音。30GBの空きに10,000曲以上をためられます＊1。

インターネットで買った曲や
お手持ちのCDをバイオにストック。

「SonicStage」は、オンライン曲名データベース「CDDB」に

対応。CDを入れるだけで曲名・アーティスト名・アルバム名

などを自動で検索・取得。入力の手間をなくします。

「CDDB」に対応。バイオにCDを
入れれば、自動的に曲名を取得。

集めた曲はアルバム別、ジャンル別などの条件で自由に並べ

替え。さらにジャケットも表示でき、目当ての曲をすぐ探せます。

また「90'sベスト」など、自分だけの「プレイリスト」も作れます。

バイオと「Net MD」レコーダーをつなぎ、直接MD録音が行

えます。転送速度が速く、またCDを入れかえて録音するよう

な手間もなし。タイトル編集もバイオから直接入力可能です。

「Net MD」対応。
バイオからMDに直接録音。

楽しみは、撮ったあとに、またはじまる。

音
楽

静
止
画

0706

＊1 ATRAC3長時間モード（66kbps）で1曲約5分とした場合。＊2 音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情報の付加されたデータを音楽CDに書き込むことはできません。＊3 LP4ステレオ録音モード（ATRAC3/66kbps）で転送する速度。それに加えてディスクへのデータ記
録時間が数秒かかります。＊4 Sony Oxfordのイコライザー、Waves「L1 Ultramaximizer（ウルトラマキシマイザー）」、Waves「S1 Stereo Imager（ステレオ・イメージャー）」、Waves「Renaissance Bass（ルネサンス・ベース）」を標準装備しています。※「「SonicStage」をご使用上のご注意」
「CD再生/録音・DVD再生についてのご注意」（P31）もあわせてご覧ください。※画面はハメコミ合成です。※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。
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音楽管理ソフト
「SonicStage」
録音・管理、さらにMDなどへの書き出
しまで、音楽を統合環境で楽しめます。

写真管理・活用ソフト

「PictureGear Studio」
取り込み・管理から作品づくり

まで、静止画活用をまとめてサ

ポート。写真の多彩な楽しみを

シンプル操作で楽しめます。

さらに高音質で
曲を取り込む。

EDIROL"AUDIO Capture"

UA-5 オープン価格
多彩な音楽ソースを取り込めるオーデ
ィオキャプチャー製品。バイオとUSBケ
ーブルで接続し、24bit/96kHzでの高
音質録音が可能です。

お問い合わせは
ローランドホームページへ
http://www.roland.co.jp/

Net MDウォークマン

MZ-NE810 オープン価格
●バイオとは付属のUSBケーブルでつなぎ、バイオの中
の音楽データを最大約64倍速＊3でMDへ高速転送可能。

最大約64倍速＊3でMD作成、
そのまま持ち出し楽しめる。

集めた曲からピックアップ。
オリジナル音楽CDを手軽に作成。

曲を直接CD-Rディスクに書き込んで、音楽CDを作成＊2で

きます。複数の音楽CDから好きな曲を集めたり、音楽CD

をまるごとバックアップすることも可能です。

住所管理・宛名印刷にも対応。
「筆ぐるめ 2004」を全機種に搭載。

好きな写真をはめ込み、グリーティングカードが作れます。

また、宛先・宛名をまとめて管理したり、印刷したりと、

年賀状などのハガキ作成に活用できます。

「イメージステーション」にて
オンラインでプリント注文。

音 楽 静 止 画

s s

ソニックステージ

音楽編集ソフト
「SonicStage Mastering Studio」
レコードやカセットなどのアナログ素材
を取り込み、高品位に編集できます。

ソニックステージ・マスタリング・スタジオ

ピクチャーギア・スタジオ

アルバム印刷などをインターネットで承り、ご自宅に届け

ます。新規でカスタマー登録いただいた方全員に「L判

5枚分」と「送料」が無料となるクーポンを差し上げます。

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

http://www.imagestation.jp/  

1ヶ月表示
1日表示



インターネットはもちろん、他のバイオやルームリンク、ネットワークAV機器とも無線で

つながるワイヤレスLAN。電話のコネクターの位置を気にせず、レイアウトフリーでバイオ

を置け、電話線やネットワークケーブルの引き回しも不要。ホームネットワークがいっそう

スマートに楽しめます。転送速度も最大54Mbpsと高速です。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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ネットワーク

インターネット回線へ 
ADSLモデム 

ワイヤレスLAN 
ブロードバンドルーター 

ワイヤレスLAN 
PCカード 

ワイヤレスLAN 
PCカード 

ワイヤレスLAN 
コンバーター 「ルームリンク」 

バイオ 
テレビ 

他のバイオ 

■ 無線でつながるワイヤレスLANで、いっそう快適にホームネットワーク。

ワイヤレスLANの通信には、5GHzの帯域を使用するものと、2.4GHzの帯域を使用するものが

あります。ソニーのワイヤレスLAN製品は、5GHz/2.4GHzの“マルチバンド”で使用でき、動画

転送も快適に楽しめる「IEEE802.11a/b/g対応」と、2.4GHzの帯域で使用し、メールやインター

ネットを手軽に楽しめる「IEEE802.11b/g対応」の2タイプ。用途に合わせてお選びいただけます。

5GHz

11Mbps 54Mbps

（周波数帯域） 

より安定した 
通信を実現。 

より高速な通信を実現。 

（転送速度） 

2.4GHz

IEEE802.11a ※干渉電波なし 

IEEE802.11gIEEE802.11b

■ 5GHz/2.4GHz両対応モデルも新たにラインアップ。ソニーのワイヤレスLAN製品。

“マルチバンド”で使用でき、動画転送も快適に楽しめる「IEEE802.11a/b/g対応」ワイヤレスLAN製品。

ソニーのワイヤレスLAN製品の特長

メールやインターネットを手軽に楽しめる「IEEE802.11b/g対応」ワイヤレスLAN製品。

※訪問料（8,000円）および消費税別途。なお、上記は2003年9月現在の料金で
あり、変更になる場合があります。※離島など一部地域ではサービス適用外とさせ
ていただく場合があります。※その他のメニューやお申し込み方法など、本サービス
について詳しくは、下記ホームページをご覧ください。http://www.sony.co.jp/css/

ソニーの訪問サポートサービス。「ルームリンク」やワイヤレスLANの設定もお手伝い。

「ルームリンク」やワイヤレスLANでホームネットワークを

始めてみたいけど、セッティングや設定が心配…。そん

なお客様には、ソニーのスタッフがご自宅にお伺いし、さ

まざまなお手伝いをする訪問サポートサービスを用意し

ています。機器の設置や接続設定、さらには基本的な使

用方法の説明まで、各種メニューをご利用いただけます。

「ルーター」機能の有無で選ぶ、ワイヤレスLAN製品。

「ルーター」とは、ネットワーク上のデータの送り先などを判断し、必要

なデータのみ通過させる機器。ブロードバンドにつなぐ際には、不用

意な外部接続を避けるために、ルーターの利用をお勧めします。お持

ちでない場合は「ルーター」内蔵タイプ、すでにお持ちの場合は「ルー

ター」非内蔵タイプのアクセスポイントをお選びください。

●ワイヤレスLAN インターネット設定‥‥‥6,000円
●ルームリンク設置‥7,000円（有線）／9,000円（無線）
●ルームリンク使用方法ご説明‥5,000円（1時間まで）

メニュー例

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

親 機

● パワーユニットとアンテナ部を分離させたデザイン採用。
アンテナ部を自由に置いて、最適な電波環境で利用可能。

●アセロス社開発のSuperA/GTM技術により、より一層のワイヤレス通信高速化を実現。
（IEEE802.11a/b/g製品のみ対応）＊1

2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイント
（ブリッジタイプ）

PCWA-A320 オープン価格
●外形寸法：約幅98×高さ98×奥行33mm（ワイ
ヤレスユニット）、約幅110×高さ25×奥行70mm
（パワーユニット）●アンテナケーブル長：約2.5m
●質量：約320g（ワイヤレスユニット）、約130g（パ
ワーユニット）

「ルーター機能」なし

子 機

親 機 子 機

2.4GHzワイヤレスブロードバンドルーター
PCWA-AR300 オープン価格
●外形寸法：約幅98×高さ98×奥行33mm（ワイヤレ
スユニット）、約幅200×高さ69×奥行32mm（ルーター
ユニット）●アンテナケーブル長：約2.5m ●質量：約
320g（ワイヤレスユニット）、約340g（ルーターユニット）

「ルーター機能」付き
（DHCPサーバー、UPnP、VPNマルチパススルー対応）

2.4GHzワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C300S オープン価格
●外形寸法：約幅54×高さ5（アンテナ部最大厚
14mm）×奥行91mm ●質量：約40g

2.4GHz/5GHzワイヤレスブロードバンドルーター
PCWA-AR800 オープン価格 新発売
●充実のルーター機能（UPnP、VPNマルチパススルー、
ダイナミックパケットフィルタリング等）を装備。●未使
用時に節電できるパワースイッチを搭載。●外形寸
法：約幅98×高さ98×奥行33mm（ワイヤレスユニッ
ト）、約幅200×高さ69×奥行32mm（ルーターユニット）
●アンテナケーブル長：約2.5m●質量：約280g（ワイヤ
レスユニット）、約340g（ルーターユニット）

「ルーター機能」付き
（DHCPサーバー、UPnP、VPNマルチパススルー対応）

PCカードタイプ

2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C800S オープン価格 新発売
●ソニー独自のスリムデザイン。ノートPC装着時
にも出っ張りがなくスマート。●動画を快適に楽
しめるストリーミングモード機能搭載。●通信状態
をわかりやすく表示するソフトウェア「ワイヤレス
パネル」付属。●外形寸法：約幅54×高さ5（アン
テナ部最大厚14mm）×奥行91mm●質量：約40g

PCカードタイプ

※対応OS：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional、Windows® Millenium Edition。ただし、Windows® Millenium Editionは、2.4GHzワイヤレスLAN製品（PCWA-AR300・A320・C300S・DE30）のみ対応。※IEEE802.11ｇ
方式は、干渉電波（電子レンジなど）の影響を受けやすい上に、IEEE802.11bと同時に使用すると伝送速度が半分になります。※PCWA-A320の使用には、IPアドレスが1つ必要となります。※PCWA-A320はルーター機能を含まないブリッジ製品です。インターネット接続には
セキュリティー確保のため、別途ルーターなどを使用されることを推奨します。※PCWA-DE80・DE30はイーサーネットハブには接続できません。バイオまたはルームリンクなどのネットワークコネクターに接続してのみ使用できます。※PCWA-C800S・C300Sは、PCカードスロットの
周辺の形状により装着できない機種があります。詳しくはVAIOホームページ内「サポート」をご覧ください。※ワイヤレスLANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.htmlをご覧下さい。

2.4GHzワイヤレスLANコンバーター
PCWA-DE30 オープン価格
●外形寸法：約幅98×高さ98×奥行33mm（ワイ
ヤレスユニット）、約幅110×高さ25×奥行70mm
（パワーユニット）●アンテナケーブル長：約2.5m
●質量：約320g（ワイヤレスユニット）、約130g（パ
ワーユニット）

ネットワーク（LAN）コネクタータイプ

2.4GHz/5GHzワイヤレスLANコンバーター
PCWA-DE80 オープン価格 新発売
●PCカードスロットを搭載していないPCやAV機器で
のワイヤレス通信が快適に楽しめます。●外形寸法：
約幅98×高さ98×奥行33mm（ワイヤレスユニット）、
約幅110×高さ25×奥行70mm（パワーユニット）
●アンテナケーブル長：約2.5m ●質量：約280g
（ワイヤレスユニット）、約130g（パワーユニット）

ネットワーク（LAN）コネクタータイプ

ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×4

ネットワーク（WAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×4

ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1 ネットワーク（LAN）コネクター

（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

ネットワーク（WAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

外
か
ら
再
生

バイオにためた楽しみを、「ルームリンク」を中継役に、離れたテレビでも楽しめます。リビングや

寝室でくつろぎながらテレビ番組・音楽・写真を再生。さらにオーディオ機器とつなげば、より高

音質で音楽が楽しめます。バイオと「ルームリンク」の間は、ワイヤレスLANでも接続できます。

リビングの大画面テレビから
バイオの楽しみを選択・再生。

＊1音楽配信サイトで購入した楽曲の再生はできません。＊2インターネットの常時接続環境が必要です。また、事前に登録が必要なサービス（有料）があります。詳しくは「「VAIO Media」についてのご注
意」（P31）をご覧ください。＊3MPEG4形式に変換して送信でき、1Mbpsから160kbpsまでの4段階からビットレートを選択可能。※PCV-HS13BL5は、テレビ番組のサーバー（コンテンツの保存元）、および
外出先からアクセスするサーバーとしては使用できません。※VAIO Solution Partner（P23参照）は、「VAIO Media」外から楽しむ機能により適したインターネット接続メニューを提供しています。※「VAIO Media」
を搭載しないパソコンが相手の場合でも、「VAIO Media」搭載バイオが備えるインストーラーからインストールすることで、相手をクライアント（コンテンツの受け手）として使用できるようになります。【PC動作環
境】WindowsR XP Professional、WindowsR XP Home Edition。動作の確認は、WindowsR XPをプリインストールするバイオおよびWindowsR XPアップグレードプログラムを使用してアップグレードした
バイオでのみ行なっています。※「「VAIO Media」についてのご注意」（P31）もあわせてご覧ください。※画面はハメコミ合成です。※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。

家のバイオ内のテレビや音楽、
外出先から呼び出して再生＊2。

自宅のバイオ内のAVコンテンツを、外出先のバイオノートからイン

ターネット経由で再生可能。とくにテレビ番組を見る場合は、画質

もネットワーク環境に合わせて柔軟に選択できます＊3。

バイオのAVコンテンツを、
テレビで楽しむ。

ネットワークメディアレシーバー
「ルームリンク」

PCNA-MR1 オープン価格

ホ
ー
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

▼
▼

TV
放送中のテレビ番組をリア

ルタイムで視聴。新たに外

出先のバイオから楽しむこ

ともできます。

VIDEO
「Giga Pocket」の録画番

組を再生。各場面の変わ

り目を表示し、シーン移動

もスピーディーです。

MUSIC
「SonicStage」で集めた

音楽を再生＊1。登録した

ジャケットなどを表示するこ

とも可能です。

PHOTO
「PictureGear Studio」で

登録した写真を表示。

BGMを選んでスライドショー

も可能です。

ネットワークソフト

「VAIO Media」
バイオにためたテレビ番組や音楽・写真を、一括して

シンプル操作で再生できる統合プレーヤー。ストック

先のバイオで楽しむだけでなく、ホームネットワーク

（LAN）やインターネットを通じて、他のバイオからでも

再生可能。さらに、テレビなどのAV機器から呼び出す

ことも可能です。
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HOME

CAFE

リビングへ、外出先へ。楽しみはその場に呼び集める。

バイオ・メディア

P24参照

a

家庭内LAN

光デジタルケーブル 

テレビ 

シアターセット 

リモコン 

ルームリンク 

AVケーブル 

バイオ 

放送中のテレビ番組も、自宅のTVチューナーを通じて

外から視聴可能。見逃せないスポーツやドラマがその

場で楽しめます。

オンエア中のテレビ番組も、
自宅経由で、外から視聴。

直接バイオとネットワーク接続できる〈ベガ〉やAVアンプも登場。

地上・BS・CS110度デジタルハイビジョンプラズマテレビ

KDE-P42HX2N 希望小売価格 950,000円（税別）11月発売予定

●AVケーブルを介さないため、バイオ内の映像をさらに高画質で再生可能。

AVアンプ

TA-LV700R
希望小売価格 88,000円（税別）新発売
●バイオ内の映像、音楽、写真をホームシ
アター環境で再生。

c a f e
,

サーバーとなるバイオ 再生側のバイオ ルーター 

自 宅 外出先 

◎ホームネットワークで直接バイオと接続できる「ネットワークメディア機能」を搭載。

「ルームリンク」を経由しなくても、バイオ内のAVコンテンツを再生できます。

● 64/128ビットWEPに加え、WPAにも対応した強固なセキュリティー。＊2

● PCなしでもLAN環境の設定が可能な｢簡単セットアップスイッチ｣を装備。
（PCWA-AR800/AR300/A320/DE80/DE30に搭載）
＊1：ソフトウェアのアップデートで対応予定。詳しくはバイオホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp）にてご案内予定です。
＊2：PCWA-DE80・DE30は、WPA対応ではありません。

5GHz/

2.4GHz

2.4GHz



高画質でテレビが楽しめる

「Giga Pocket」を全シリーズに搭載。

快適にテレビを録画・再生できる「Giga Pocket」

を全シリーズに搭載。録画専用ハードウェア

「Giga Pocket Engine」で高画質録画を実現。

予約や再生などに便利な機能を備え、テレビの

楽しみがますます広がります。※PCV-HS13BL5は除く。

10

P12ss

4種類のスタイル、それぞれの楽しみ。個性で暮らしを面白く。バイオラインアップ。
多彩な楽しみと個性的なデザイン。自分らしさで選べる、4種類のバイオ。

新たに、性能もかたちもまるでテレビのようなバイオVが加わり、さらに充実のラインアップ。

ライフスタイルにぴったりの一台が、バイオならきっと見つかります。

w w w . v a i o . s o n y . c o . j p

カタチまで、テレビ。

美しい液晶とスリムなボディ。

ワイヤレスキーボード＆マウスで

レイアウトもいっそう自由に。

白と黒の、バイオV。

デスクトップ全モデルに、記録型DVDドライブ搭載。黒を引き締め、映り込みも低減。「クリアブラック液晶」搭載。

バイオV、バイオHS、バイオRZシリーズ（PCV-RZ63L7・RZ53L7）

に「クリアブラック液晶」を採用。高コントラスト

フィルターにより鮮明な色表示を実現。さらに、

高輝度・広視野角パネルで明るく美しい映像

を、広い角度から楽しめます。また、ARコート

で気になる映り込みも抑えました。

11

デザイン一新、機能性も向上したリモコンを全シリーズに付属。

全シリーズにスタイリッシュなデザインの新リモ

コンを付属しました。「Giga Pocket」、DVD

プレーヤー、「SonicStage」、「VAIO Media」

が一発で起動するボタンを備えるなど、機能

性がいっそう向上。多彩なAV機能を手軽に操

作できます。※PCV-HS13BL5は除く。

VAIOV
P14ss

シーンにあわせてポジションチェンジ。

AVを楽しむユニークなスタイル。

テレビも音楽も、いっそう楽しい、

17.5型ワイド液晶搭載の、

バイオW。

VAIOW
P16ss

そのハイパフォーマンスは、

映像クリエーションの

世界を切り拓く。

19型高輝度液晶モデルも登場。

クリエイティブデスクトップ、

バイオRZ。

VAIORZ
P20ss

暮らしにやさしく溶け込む、

スタイルと使いやすさ。

テレビやDVD作成など、

楽しみも充実。

4シリーズ6ラインアップから選べる、

バイオHS。

VAIOHS

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

W

V

R
Z

H
S

全モデルに、記録型DVDド

ライブを採用。また、バイ

オRZシリーズに加え、バイ

オHSシリーズ全モデルにも

DVD±RWドライブを搭載

しました。

バイオならではの、

充実した魅力と装備。
バイオRZ・HSシリーズ搭載 バイオV・Wシリーズ搭載

DVD-RW

DVD±RWドライブ DVD-RWドライブ

書込 書換 追記＊ 書込 書換 追記＊

● ● ● ─ ─ ─
● ─ ● ─ ─ ─
● ● ● ● ● ●
● ─ ● ● ─ ●
● ● ● ● ● ●
● ─ ● ● ─ ●

対応記録メディア

DVD+RW

DVD+R

CD-RW

CD-R

DVD-R

※画面はハメコミ合成です。

＊データの追記のみ対応。

ひら



◎マルチリモコン付属
◎ステレオスピーカー（3W+3W）内蔵

メモリー HDD ドライブCPU
  インテル® Celeron® 
プロセッサー

2.20 GHz
256MB
DDR333対応

80GB DVD-RW
クリアブラック
液晶

1312

スリムに置いて、いっそう自由にテレビ生活。ワイヤレスキーボード＆マウス採用、白と黒のバイオV。

VAIO V
映像を鮮明に映し出す、15 型「クリアブラック液晶」と本体をひとつに。

液晶テレビのような使い心地を実現する、スイングモニター、ワイヤレスキーボード＆マウス。

テレビ録画やDVD作成もしっかりこなし、テレビ生活をフルサポート。

カタチまで、テレビ。誕生、バイオV。

w w w . v a i o . s o n y . c o . j p / V

背面端子

パーソナルコンピューター

PCV-V10B/W（ホワイト）
オープン価格

パーソナルコンピューター

PCV-V10B/B（ブラック）
オープン価格

選べる白と黒のカラーバリエーション。

「Office Personal 2003」搭載モデル。

◎マルチリモコン付属
◎ステレオスピーカー（3W+3W）内蔵

メモリー HDD ドライブCPU
  インテル® Celeron® 
プロセッサー

2.20 GHz
256MB
DDR333対応

80GB DVD-RW
クリアブラック
液晶

パーソナルコンピューター

PCV-V10/W（ホワイト）
オープン価格

テレビの楽しみを凝縮した

シンプルモデル。

まるで液晶テレビのように。スリムなスタイルと自由な使い勝手。

テレビとしてスマートに使える工夫を集約。

日常のテレビとして身近に使えるアイデアを凝

縮し生まれたバイオV。液晶テレビに迫る薄型

ボディ、美しい高輝度液晶ディスプレイ。キー

ボードやマウスはワイヤレスタイプを採用し、

テレビとしての存在感を大切にしました。バイ

オからの新提案です。

「クリアブラック液晶」で、鮮明表示。

ディスプレイには、映像を美しく楽しめる15

型の「クリアブラック液晶」を採用しました。

高輝度・高コントラストを追求し、明るく、黒

が締まった鮮やかな表示を実現。さらに広視

野角パネルで、広いアングルから快適に楽

しめます。また、多層ARコートを施すことで

気になる外光の映り込みも低減しました。

アウトしたコンパクトなボディで、ちょっとした

スペースにもスリムに置けます。また接続は

電源ケーブルのみ＊と、とてもシンプルです。
＊テレビの視聴にはアンテナとの接続が必要です。

ワンプッシュでテレビに切り換わる新リモコン。

デザインもスタイリッシュな新リモコンを付属。テ

レビを視聴できる「Giga Pocket」が、ボタン

ひとつで全画面起動。さらにリモコンで番組

表を呼び出して、録画予約も手軽に設定。も

ちろんチャンネル変更や音量調整も、いつも

のテレビの感覚です。

カラーで、用途で、選べるラインアップ。

白と黒のカラーバリエーション。どちらのモデ

ルも液晶フレームに質感豊かなアルミニウム

を採用し、よりスマートなPCスタイルを実現

します。また「Office Personal 2003」搭載、

非搭載モデルをそれぞれ用意。色で、使い勝手

で、自由に選べるラインアップです。

自由に向きを変えられる「スイングモニター」。

スタンド底部に回転機構を備え、画面の向き

を360度調整可能。自分の位置にあわせて手

軽に回し、常に正面で向かい合えます。また

上下方向にも25度まで角度を調整できます。

すっきり使える、片づけられる、

ワイヤレスキーボード＆マウスを採用。

ワイヤレスタイプのキーボードとマウスを採用。本

体とのケーブル接続がないため、机の上をすっきり

使えます。本体は、棚の上やベッドサイドなどに自

由にセッティング可能。使わないときには片づけら

れ、液晶テレビのようなスタイルで付き合えます。

置き場所が自由なコンパクトボディ。

接続もシンプル。

内蔵スピーカーをディスプレイ下部にレイ

テレビをどんどん録画。スマートな操作でDVDに記録。

ハードディスクに高画質録画、快適に再生。

「Giga Pocket」（P4

参照）により、テレ

ビの視聴はもちろ

ん、ハードディス

ク録画も実現。録

画時間は最大約

88時間に及び、気

になるテレビ番組を次々と録りためられます。

録画予約はインターネット上で手軽に設定可

能。さらに、「しおり機能」を使えば、見たいシー

ンに一気にジャンプできたりと、再生も快適

です。録画専用ハードウェア「Giga Pocket

Engine」を備え、画質にもこだわりました。
※「「Giga Pocket」についてのご注意」（P31）もあわせてご覧ください。

録画したテレビ番組を、手軽にDVDへ。

DVD-RWドライブを搭載し、「Click to DVD」

（P5参照）を使って録画したテレビ番組を手軽

にDVDに記録できます。また、i.LINK端子に

つないだハンディカムの映像や、外部入力

端子から取り込んだアナログ映像など、多彩

な映像をオリジナルDVDに仕上げられます。

オーディオ／ビデオ入力
Sビデオ入力
VHF/UHFアンテナ入力
ヘッドホン出力
ライン入力
マイク入力
電話回線端子
i.LINK端子（S400、4ピン）
ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T）
USBコネクター
（×2、USB2.0 High-speedモード対応）
DVD-RWドライブ
メモリースティックスロット
PCカードスロット（TypeII）
AC INPUT（AC電源入力）プラグ
USBコネクター
（×2、USB2.0 High-speedモード対応）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

左側面端子 右側面端子

4
5
6

8
9
10

2
3

1

12
13

11

14
15

7

■ 接続端子

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

※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。※画面はハメコミ合成です。

V

15 型15 型 15 型

と

約20cm

約38cm



空へと、ユニークな演出が楽しめます。

◎マルチリモコン付属
◎ステレオスピーカー（3W+3W）内蔵

メモリー HDD ドライブCPU
  インテル® Pentium® 4 

プロセッサー

2.40B GHz
256MB
DDR333対応

160GB DVD-RW

1514

テレビは大きく、美しく。17.5型ワイドの大画面。ポジションチェンジで使い勝手も快適な、バイオW。

VAIOW
置き場所を選ばない、スリムでスタイリッシュなボディにAVの楽しみを凝縮。

キーボードをふたつに折りたたむ「テレビポジション」をはじめ、

楽しみに合わせて変わる3つのポジションで、テレビも音楽も、快適な使い心地。

自由なスタイルで、毎日をもっと楽しく。バイオW。

w w w . v a i o . s o n y . c o . j p / W

左側面端子

2

1
パーソナルコンピューター

PCV-W701B（パール ホワイト）オープン価格

インテル® Pentium® 4プロセッサー2.40B GHz搭載。

高性能を備え、テレビ&DVD作成も快適。

「テレビポジション」で画質もチェンジ。録画番組は手軽にDVDに。

◎マルチリモコン付属
◎ステレオスピーカー（3W+3W）内蔵

メモリー HDD ドライブCPU
  インテル® Celeron® 
プロセッサー

2.20 GHz
256MB
DDR333対応

120GB DVD-RW

パーソナルコンピューター

PCV-W501B（パール ホワイト）オープン価格

テレビを高画質で録画し、ワイドに楽しむ。

使いやすさにもこだわったモデル。

「テレビポジション」で、使い心地もテレビ。

キーボードを2つに折りたたむと、自動的にテ

レビ録画・再生ソフト「Giga Pocket」が起

動。同時に、液晶の明るさと色合いを自動で

調整し、バイオがテレビに早変わり。リモコン

はもちろん、キーボード裏のボタンで、音量や

チャンネルも操作できます。

ワイド型高輝度液晶で、迫力の映像。

全モデルに、17.5型ワイドの高輝度液晶ディ

スプレイを搭載。明るく鮮やかな大画面で、テ

レビもDVDビデオも迫力いっぱいに楽しめます。

映像と音にこだわりの技術。

テレビのような鮮やかな色合いを再現する「ナチュ

ラルカラー・コントロール回路」搭載。さらに、コンパ

クトながら高音質スピーカーを内蔵。サラウンド回路

「WOW」＊で、臨場感豊かなサウンドを楽しめます。
＊米国SRS Labs,Incが開発した、先進の音質改善テクノロジーです。

録画したテレビ番組を手軽にDVDに記録。

「Click to DVD」（P5参照）により、「Giga Pocket」

で録画したテレビ番組を手軽にDVDに。また、

i.LINK端子につないだハンディカムの映像な

ら、ワンクリックで作成可能。さらに、昔のビ

デオなどのアナログ映像もDVDにできます。

「Giga Pocket」で楽しむ、快適テレビ生活。

「Giga Pocket」（P4参照）搭載により、ビデオ

一体型テレビのように使えます。最大198.5＊時

間の長時間録画をはじめ、インターネット録画

予約や自在な再生など、録画・再生がいっそう

快適。また、「Giga Pocket」が一発起動する

新リモコンも付属しました。＊PCV-W701Bの場合。
※「「Giga Pocket」についてのご注意」（P31）もあわせてご覧ください。

「Giga Pocket Engine」で高画質録画。

MPEG2エンコーダーボード「Giga Pocket

Engine」を搭載。高性能TVチューナーも備え、

高画質で安定した録画が可能です。

コンパクト＆シンプル接続。楽しみに合わせてポジションチェンジも。

使い方に合わせて変える３つのポジション。

バイオWは、使い方にあわせてポジションを

チェンジ。多彩なスタイルで、テレビや音楽が

さらに快適に楽しめます。

スリムな一体型デザイン、接続もシンプル。

開閉式キーボードを閉じれば、奥行き約19cm。

狭い場所にも気軽に置けるスリムなボディです。

さらに接続は、電源ケーブルとマウスをつなぐだ

け。バイオの楽しみが、すぐにスタートします。

キーボードを閉じて、スタイリッシュなオーディオに。

「オーディオポジション」で快適に音楽を楽しむ。

キーボードを閉じれば、「オーディオポジション」。専

用の「SonicStageシンプルモード」を搭載し、シス

テムステレオ感覚で音楽を楽しめます。また、キー

ボード裏のボタンでボリューム調整も行えます。

使わないときはスタイリッシュな時計に。

音楽再生をしないときには、時計がわりに

「MotionClock（モーションクロック）」を表示。イ

ンテリア性に優れた時計として活躍します。また、

画面は時間と共に変化。青空から夕焼け、夜

キーボード折りたたみボタン
メモリースティックスロット
DVD-RWドライブ
オーディオ／ビデオ入力
ライン入力
光デジタルオーディオ出力
ネットワーク（LAN）コネクター
PCカードスロット（TypeII）
VHF/UHFアンテナ入力
Sビデオ入力
電話回線端子
i.LINK端子（S400、4ピン）
マイク入力
ヘッドホン出力
USBコネクター
（×3、USB2.0High-Speedモード対応）
光学マウス（USB×1）
AC INPUT（AC電源入力）プラグ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17右側面端子

8
9
10
11
12
13
14

1

5
6
7

3

15

16 17

4

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

■ 接続端子

テレビポジション
キーボードを2つに
折りたたんで、テレビ視聴。

オーディオポジション
キーボードを
閉じたまま音楽再生。

PCポジション
キーボードを開いて、
メール＆インターネット。

※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。※画面はハメコミ合成です。

Morning Afternoon

Night

W

17.5 型
ワイド

17.5 型
ワイド

「Office Personal 2003」など、

便利なソフトが充実。

「Office Personal 2003」をはじめ、年賀状

作成や家計簿、医学辞典、タイピング練習

など便利なソフトを多数搭載。
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◎ Microsoft® Windows® XP Professional搭載
◎ Adobe® Premiere® 6.5プリインストール
◎ USBジョグコントローラー付属

◎Adobe® Premiere® 6 LEプリインストール ◎マルチリモコン付属
◎ステレオスピーカー付属
◎DV←→アナログ変換機能搭載

メモリー HDD ドライブCPU
HTテクノロジー

インテル® Pentium® 4 
プロセッサー

 3.20 GHz
DVD±RW
DVD-ROM
ツインドライブ

1GB
DDR400

デュアルチャンネル転送

250GB
7200回転 ジョグコントローラー

メモリー HDD ドライブCPU

512MB
DDR400

デュアルチャンネル転送

200GB
7200回転

DVD±RW
DVD-ROM
ツインドライブ

HTテクノロジー
インテル® Pentium® 4 

プロセッサー

3 GHz
クリアブラック
液晶

◎ Adobe® Premiere® 6 LEプリインストール
◎マルチリモコン付属
◎ステレオスピーカー付属

メモリー HDD ドライブCPU

160GB
7200回転

DVD±RW512MB
DDR333

デュアルチャンネル転送

HTテクノロジー
インテル® Pentium® 4 

プロセッサー

2.80C GHz
クリアブラック
液晶

DVD±RWドライブ
DVD-ROMドライブ（PCV-RZ73P・RZ63シリーズのみ）
フロッピーディスクドライブ
コンパクトフラッシュカードスロット
スマートメディアスロット
メモリースティックスロット
PCカードスロット（TypeII）
オーディオ／ビデオ入力
i.LINK端子（S400、4ピン）
USBコネクター（×3、USB2.0 High-speedモード対応）
AC INPUT（AC電源入力）プラグ
マウスポート（PS/2）
キーボードポート（PS/2）
プリンター／パラレルポート
i.LINK端子（S400、6ピン）
USBコネクター（×4、USB2.0 High-speedモード対応）
マイク入力
スピーカー／ヘッドホン出力
デジタルディスプレイ用コネクター（DVI）

オーディオ／ビデオ出力＊

オーディオ／ビデオ入力
付属スピーカー専用電源出力
光デジタルオーディオ出力
ネットワーク（LAN）コネクター（1000BASE-T）
オーディオライン入力
ディスプレイ用コネクター
VHF/UHFアンテナ入力
電話器端子
電話回線端子

◎マルチリモコン付属
◎ステレオスピーカー付属
◎DV←→アナログ変換機能搭載

前面端子 背面端子

バイオ最高峰の性能、贅沢に広がる映像の楽しみ。クリエイティブを極めるために、バイオRZ。

VAIORZ
全モデルにHTテクノロジー インテル ® Pent ium ® 4プロセッサーを搭載。

さらに7200rpmの高速ハードディスク、DDR400メモリーのデュアルチャンネル転送＊など、

映像クリエーションの楽しみが加速する、先進のハイパフォーマンス。

19型ディスプレイモデルも登場。クリエイティブデスクトップ、バイオRZ。

w w w . v a i o . s o n y . c o . j p / R Z

※PCV-RZ63L7のみ ※PCV-RZ53L7のみ

HTテクノロジーインテル® Pentium® 4プロセッサー3.20 GHz、

DVDツインドライブに加え、大画面19型ディスプレイを採用。

HTテクノロジーインテル® Pentium® 4プロセッサー3 GHz、

DVDツインドライブに加え、クリアブラック液晶採用。

HTテクノロジーインテル® Pentium® 4プロセッサー

2.80C GHz、DVD±RWドライブ搭載。

パーソナルコンピューター

PCV-RZ73PL9
オープン価格
19型TFT液晶ディスプレイ
SDM-HS93（V）付属

パーソナルコンピューター

PCV-RZ73P
オープン価格
本体部単体販売モデル
（キーボード、光学式マウス付属）

パーソナルコンピューター

PCV-RZ63L7
オープン価格
17型TFT液晶ディスプレイ
PCVD-17SA1/K付属

パーソナルコンピューター

PCV-RZ63
オープン価格
本体部単体販売モデル
（キーボード、光学式マウス付属）

パーソナルコンピューター

PCV-RZ53L7
オープン価格
17型TFT液晶ディスプレイ
PCVD-17SA1/K付属

パーソナルコンピューター

PCV-RZ53
オープン価格
本体部単体販売モデル
（キーボード、光学式マウス付属）

バイオの頂点に立つハイスペックが、創造の楽しみを切り開く。

HTテクノロジーインテル® Pentium® 4

プロセッサー採用。さらなる高速処理を実現。

全モデルに、HTテクノロジーインテル® Pentium® 4

プロセッサーを搭載。１つのプロセッサーで2つ

のプログラム処理（ソフトウェア・スレッド）を並列

して実行できるハイパー・スレッディング・テクノ

ロジーにより、複数の作業を同時に実行した

場合のパフォーマンスや応答速度が向上します。

DDR400メモリーのデュアルチャンネル転送により、

転送速度6.4GB/sを実現＊。＊PCV-RZ73P･RZ63シリーズ。

システムバス800MHzに対応するインテル865PE

チップセットを採用。2枚のメモリーモジュールを並列

に搭載し、2倍の転送速度を実現するデュアルチャ

ンネル転送のサポートにより、PCV-RZ73P・RZ63

シリーズでは6.4GB/s＊に及ぶ転送速度を実現。高

速なCPUのパフォーマンスをさらに引き出します。
＊PCV-RZ53シリーズはDDR333デュアルチャンネル転送、転送速度5.2GB/s。

AGP 8X対応のグラフィックアクセラレーター。

PCV-RZ73P・RZ63シリーズではNVID IA

GeForce FX5600を、PCV-RZ53シリーズには

GeForce FX5200を採用。ともに128MBのビデ

オメモリーを備え、AGP 8Xにも対応します。

7200rpmの高速ハードディスクを搭載。

全モデルに7200rpmの高速ハードディスクを

採用。ディスクアクセス/データ転送の速度向

上により、大容量データを扱う映像クリエーショ

ンをより快適に楽しめます。

次世代の高速ネットワーク環境に対応する、

1000BASE-Tネットワーク（LAN）コネクター。

全モデルに、1000BASE-T（1000Mbps）対応

ネットワーク（LAN）コネクターを搭載。チップセット

上の専用バスに直結し、内蔵ハードディスクの転

送速度と同等の高速ネットワーク転送を実現。
※1000BASE-Tの高速接続を実現するには、1000BASE-Tに対応したネッ

トワークハブを用意する必要があります。

19型モデルをはじめ、高輝度・高コントラストの

新型ディスプレイを採用。

PCV-RZ73PL9には、スタイリッシュな美しい19

型ディスプレイを採用。SXGA（1280×1024

ドット）の高解像度に加え、高輝度・高コントラ

ストも併せて実現。鮮やかな色調で美しく映像

を映し出します。また、PCV-RZ63L7・RZ53L7

の17型ディスプレイには「クリアブラック液晶」

を採用。高コントラストフィルターで黒の引き

締まったメリハリある映像表現を追求。映り込

みを低減するARコートも施しました。

高画質なテレビ録画を実現する、

「Giga Pocket Engine DX」搭載。

MPEG2リアルタイムエンコーダーボード

「Giga Pocket Engine DX」を搭載。PC専用

に設計された高性能TVチューナーの映像を、専

用ハードウェアが高画質を保ったままMPEG映像

に変換します。色のにじみを解消し、映像をクリ

アーに再現する3次元Y/C分離回路、画像のざ

らつき、ゆらぎを低減

する3次元DNR回路、

ゴースト現象をおさ

えるゴーストリダク

ション回路なども搭

載し、いっそうの高画質化を図っています。
※写真上部奥の基板は、DV←→アナログ変換ハードウェアです。PCV-RZ53シリー

ズには装備しません。※ゴーストリダクション機能は、受信チャンネルごとのon/off

設定が可能です。ゴーストリダクションの効果は受信環境によって異なります。

ビデオ編集を片手で軽快に楽しめる

USBジョグコントローラー＊。＊PCV-RZ73Pシリーズのみ。

ビデオ編集での操作に特化し、デザインされた

USBジョグコントローラーを付属。「Adobe ®

Premiere®」や「DVgate Plus」などに対応し、

編集作業が片手で軽快に行えます。

豊富なAV入出力端子を装備。

前面にビデオ端子、i.LINK端子などを装備し、アナ

ログビデオデッキなどと手軽に接続できます。また、

背面には光デジタルオーディオ出力、ライン入力端

子を装備し、AVアンプと接続しての5.1chサラウ

ンド再生やアナログ音声の取り込みも可能です。

「メモリースティックPRO」の高速転送に対応。

前面に装備した「メモリースティック」スロットでは、

「メモリースティックPRO」の高速転送に対応。最

大1GBに及ぶ大容量データを、スピーディーに書

き込み・読み出しできます。また、スマートメディア／

コンパクトフラッシュ用スロットも装備。マイク

ロドライブの読み書きにも対応しています。

■全モデルにDVD±RWドライブを搭載。

■メンテナンス性に優れたシャーシと、
ファンコントロールによる高い静粛性。

■前面ヘッドホン端子付きスピーカー付属。

■高いセキュリティーとネットワーク機能を備えた
「Windows® XP Professional」搭載＊。
＊PCV-RZ73Pシリーズのみ。

■ 接続端子

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

機能ボタン

ジョグダイヤル
センターポイント

IN点／OUT点
設定ボタン

■センターポイントの機能
上・下：音量調節

右・左：再生・逆再生

さらに右・さらに左：倍速再生・

倍速巻き戻し

中央をクリック：一時停止

■USBジョグコントローラーの機能例（ソフトウェアによって機能は異なります。）

※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。※画面はハメコミ合成です。
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＊ビデオ映像出力専用です。パソコンのデスクトップ画面
は出力しません。
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さらなる完成度を求めて。ビデオ編集、DVDオーサリングに、よりいっそうの磨きをかける。

VAIORZ
完成した作品をDVDに。バイオRZの充実したDVDオーサリング。

手軽な操作でDVD作成。「Click to DVD」。

ワンクリックで手軽なDVD作成が楽しめる

「Click to DVD」（P5参照）。DV機器、アナログ

ビデオ機器、MICROMV機器の取り込み対応や、

静止画DVD作成、動画メニュー作成など、多彩な

機能を備えます。映像取り込みと同時にMPEGエ

ンコードを行うリアルタイムエンコーディングを実現

し、作成速度も高速。またMPEG映像がDVDの

容量を超えた場

合、ビットレート

を再変換、1枚

に収める機能も

搭載しました。

高画質DVD作りを実現する

「TMPGEncシリーズ」

「TMPGEnc DVD Source Creator for VAIO」は、

撮影映像や録画番組など、AVI（DV）/MPEG2

映像を最適な画質・サイズに変換できる

MPEG2ソフトウェアエンコーダー。エンコー

ドする前に映像全体の動きの検索を行い、

最適なビットレート

を配分する2パス

VBR（可変ビット

レート）でMPEG2

変換を行います。

映像の長さにあわせてディスク容量を使い切

ることができるので、短時間の映像を高ビット

レートで記録した高画質DVDを作ることが可

能。低ビットレートにおいても、画質への影

響を抑えながら5時間までの長時間映像を

DVDに収録できます。新たに、エンコード前に

ノイズを除去する「ノイズリダクション機能」も

装備。古いビデオテープや受信状況が悪い映

像も、エンコードする際に画質を改善します。

また、HTテクノロジー インテル® Pentium® 4の

ハイパー・スレッディング・テクノロジーにも対応。

エンコード時間が約30%高速化します＊。
＊Pentium 4 2.80 GHz比

※2パスVBRでのMPEG2エンコードには、映像の時間のおよそ2～3倍程度の時

間が必要です。※ノイズリダクション機能を使うと、エンコード時間がよりかかります。

■手軽な操作でオーサリングできる「TMPGEnc

DVD Author for VAIO」：「TMPGEnc DVD

Source Creator for VAIO」で作成したVBR

MPEG2に対応するオーサリングソフト。DVD

に収録したい映像範囲の指定や、チャプターを

自由に設定できます。テンプレートから手軽に

シンプルなメニュー作成できるほか、背景と

チャプターボタンに動きのあるモーションメ

ニューも再生できるようになりました。さらに、

「Giga Pocket」のビデオカプセルを直接ド

ラッグ＆ドロップして素材映像として登録した

り、2カ国語音声

を音声2トラックで

収録することもで

きます。

ビデオ作品の完成度をさらに高める充実のソフトウェア。

「DVDit!® for VAIO」で、

よりこだわったDVDオーサリング。

自由度の高い

デザイン機能を

備え、オリジナ

ルのDVDが作

れるDVDオー

サリングソフト。メニュー画面作成では、用意

された素材を使ったり、ボタン用アイコンや背

景画像を追加してオリジナルの画面を作成でき

ます。また、ワイド映像にも対応しています。

「Adobe® Photoshop® Elements」で、

タイトル画面づくり。

フォトレタッチソフト

「Adobe® Photoshop®

Elements」を使えば、

多彩な機能を生か

して高度な静止画

加工が可能。サイバーショットなどで撮った静止

画を取り込んで、オープニングタイトルやカット

イン映像の素材となる画像加工を行うなど、ビ

デオ作品のための素材づくりにも活用できます。

アフレコ編集が行える

「DigiOnSound® 3 L.E. for VAIO」＊。
＊PCV-RZ73Pシリーズのみ。

ビデオ作品などの

AVIファイルにアフレ

コ処理が行えるマル

チトラック・サウンド編

集ソフト。マイク／ライン入力からのデジタル録音機

能を備え、AVIファイルを再生しながら映像に合わせ

てナレーションの録音が行えます。AVI2.0形式にも

対応するほか、多彩な音声フィルターでBGMをユ

ニークに演出するなど、豊富な編集機能を備えます。

「Adobe® Premiere®」とソニー独自の映像技術で、さらに高度なビデオ編集。

多彩なソースの映像を高画質で

取り込む「DVgate Plus」。

映像の取り込みから、DV、MICROMV、

「Giga Pocket」のビデオカプセル、MPEG2

等、さまざまなフォーマットへの書き出しまで

幅広く扱える「DVgate Plus」。「キャプチャ

モード」と「出力モード」、２つのモードで多彩

な機能をわかりやすく操作できます。

■ワンクリックで映像取り込みができる

「DVgate Plus キャプチャモード」：開始点、

終了点を指定して映像を取り込む「バッチキャ

プチャ」の機能に加え、ハンディカムの映像を

ワンクリックで取り込める「オートキャプチャ」も

実現。映像取り込み時に、シーンごとのファイ

ル分割やシーンリスト作成も自動で行います。

■テープからハードディスクまで、書き出し先を

選ばない「DVgate Plus 出力モード」：映像

のカット・アセンブル編集から、フォーマット

変換、テープ・ハードディスクへの出力まで

一括して対応します。DVやMPEG映像を混

在させても、目的のフォーマットに変換して書

き出しが可能。また、「Giga Pocket」の録

画番組も、編集して再度「Giga Pocket」に

出力できます。

豊富な機能と使いやすさが充実した

「Adobe® Premiere®」。

PCV-RZ73Pシ

リーズには本格的

なビデオ編集を楽

しめる「Adobe®

Premiere® 6.5」を、

またPCV-RZ63・

RZ53シリーズには「Adobe® Premiere® 6

LE」をそれぞれプリインストール。ストーリー

ボード上で映像ファイルを並べ替えるだけの

手軽な編集スタイルから、タイムライン上に映

像ファイルを配置して、フレーム単位で追い込

む高度な編集まで、さまざまな編集シーンに

対応します。

■リアルタイムプレビューで軽快に編集：

「Adobe® Premiere® 6.5」は、加工した動画

のリアルタイムプレビューを実現。プレビュー

作成を行うことなく、エフェクト効果をすぐに確

認できます。また、「Adobe® Title Designer」

で、文字合成やスクロールタイトルだけでな

く、縁取りや自由曲線に沿ったタイトルなど、

高機能なタイトル作成が楽しめます。

Premiere®の機能を大幅に拡張。

「VAIO Edit Components Ver.3.0」。

「Adobe® Premiere® 6.5・Premiere® 6 LE」の機

能を拡張するバイオオリジナルプラグインを搭載。

ソニー独自のソフトウェアDVコーデックにより、

画質劣化を抑えたDV編集が行えます。また、

DV←→アナログ変換機能を持つPCV-RZ73P・

RZ63シリーズでは「Adobe® Premiere®」の

i.LINKプレビュー出力を直接アナログ映像として

出力し、テレビ画面で確認することができます。
※i.LINK端子でのプレビュー出力はリアルタイムプレビューには対応してい

ません。プレビューファイルを作成する必要があります。

■「Adobe® Premiere®」でのMPEG編集を

実現：ソニー独自のMPEG編集エンジンにより、

「Adobe® Premiere®」上でMPEG1、MPEG2

映像が編集できます。フレーム単位での高精度

なシーンの結合や特殊効果の追加が可能。ま

た未編集シーンの画質はそのままキープ。再エ

ンコードも行わないため、画像処理も高速です。
※「Adobe® Premiere®」上でのMPEG編集は、システムに高い負荷をかけるため、

DV編集と比較して反応速度が遅くなります。※編集が行えるMPEGファイルは、

「Giga Pocket」、「DVgate Plus」が出力したMPEGファイルのみサポートされています。

■三次元処理を始め、多彩な効果をもりこんだ

VAIOトランジション：ソニー製の業務用編集機

の技術に基づいた高品位な効果や、三次元処

理を用いた大胆なトランジションなど、全34種

類のオリジナルトランジションを実現。手軽な設

定で高度な特殊効果を施せます。

■「Click to DVD」との連係をはじめ、多彩な

入出力に対応：「Adobe® Premiere®」で設定

したタイムラインマーカーを「Click to DVD」上

でチャプターとして自動設定できる連係機能や、

「Giga Pocket」ビデオカプセルの出力機能、

MICROMV形式の編集・出力機能も備えます。

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

タイトルテロップ

VAIOトランジションの効果

マルチスクリーン
リボン

マルチスクリーン
チューブ

マルチスクリーン
タワー

リップルワイプ

ページロール

ストレッチワイプ ローリングキューブスプリット ターン

「Adobe® Premiere® Pro」
優待提供のご案内

PCV-RZ73Pシリーズのご登録カスタマーの方

に、「Adobe® Premiere® Pro」を特別優待価

格8,500円（税・送料別）にてご提供（2004年

1月31日まで）。またPCV-RZ63・RZ53シリーズ

のご登録カスタマーの方にも、特別優待価格

48,000円（税・送料別）にてご提供します。

詳しくはVAIOホームページをご覧ください。

動きの激しい部分 

データの 
ムダ 

画像の 
乱れが発生 

時間 

転
送
レ
ー
ト 

時間 

転
送
レ
ー
ト 

映像の情報量 
ディスクに記録する情報量 

映像の情報量 
ディスクに記録する情報量 

動きの 
少ない部分 

固定レート 可変レート（2パスVBR）

バイオRZは、前面・背面のビデオ入力端子か

らアナログ映像を取り込んで「Giga Pocket」

でのMPEG2録画や「Click to DVD」での

DVD作成が行えます。さらに、PCV-RZ73P･

RZ63シリーズには、DV映像とアナログ映像

を相互に変換するDV←→アナログ変換機能

（ハードウェア）を備え、ビデオ入力端子から

ハイエイトやVHSなどのアナログ映像を

「DVgate Plus」で、AVI（DV）形式で取り込

み可能。昔撮った映像もビデオ編集が楽しめ

ます。アナログ映像をデジタルで保存すれば、

テープの消耗や画質劣化の心配もなく、ビデ

オ作品づくりの素材として活用できます。

アナログ素材をデジタル保存。昔撮った映像をデジタルでビデオ編集できる、DV←→アナログ変換機能。

アナログ入力→AVI（DV） アナログ入力→MPEG2

PCV-RZ73P･RZ63シリーズ ○ ○

PCV-RZ53シリーズ × ○

※画面はハメコミ合成です。
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＊1：PCV-HS83BC7･HS73シリーズはUSB2.0×2、PCV-HS23シリーズ・HS13BL5は
USB2.0×1。＊2：PCV-HS83BC7･HS73シリーズはUSB2.0×6、PCV-HS23シリー
ズ・HS13BL5はUSB2.0×2。 ※PCV-HS13BL5は（17）～（19）を備えません。

DVD±RWドライブ
メモリースティックスロット
PCカードスロット（TypeII）
i.LINK端子（S400、4ピン）
光デジタルオーディオ出力
USBコネクター
（USB2.0 High-Speedモード対応）＊1

AC INPUT（AC電源入力）プラグ
USBコネクター
（USB2.0 High-Speedモード対応）＊2

スピーカー／ヘッドホン出力
オーディオライン入力
マイク入力
デジタルディスプレイ用コネクター（DVI）
ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T）

i.LINK端子（S400、6ピン）
電話器端子
電話回線端子
オーディオ／ビデオ入力
Sビデオ入力
UHF/VHFアンテナ入力
付属スピーカー専用電源出力
キーボードポート（PS/2）
マウスポート（PS/2）
ディスプレイ用コネクター（VGA）

◎ステレオスピーカー内蔵
◎ビデオカメラ／マイク内蔵

◎マルチリモコン付属 ◎「Office Personal 2003」プリインストール
◎ステレオスピーカー付属 ◎フロッピーディスクドライブ付属

メモリー HDD ドライブCPU

256MB
DDR266対応

120GB DVD±RW
インテル® Celeron® 

プロセッサー

2.30 GHz
クリアブラック
液晶

メモリー HDD ドライブCPU
HTテクノロジー

インテル® Pentium® 4 
プロセッサー

2.60C GHz
256MB
DDR333対応

160GB DVD±RW
クリアブラック
液晶

◎ステレオスピーカー内蔵
◎ビデオカメラ／マイク内蔵

メモリー HDD ドライブCPU
HTテクノロジー

インテル® Pentium® 4 
プロセッサー

2.60C GHz
512MB
DDR400対応

200GB DVD±RW
クリアブラック
液晶

2120

◎マルチリモコン付属
◎「Office Personal 2003」プリインストール

◎マルチリモコン付属
◎「Office Personal 2003」プリインストール

前面端子
PCV-HS83BC7・HS73BC7・HS73BC5
※PCV-HS23シリーズ・HS13BL5は、外観が多少
異なります。

背面端子
PCV-HS83BC7・
HS73BC7・HS73BC5

背面端子
PCV-HS23BL7・
HS23BL5・HS13BL5

VAIOHS

HTテクノロジー インテル® Pentium® 4プロセッサー
2.60C GHz搭載の、ハイエンドモデル。

テレビやDVD作成など、バイオの楽しみをスリムに集約。
すっきり置ける、スピーカー内蔵ディスプレイ採用。

テレビやDVD作成のほか「Office Personal 2003」など
ソフトが充実。フロッピーディスクドライブ付属でいっそう便利。

パーソナルコンピューター

PCV-HS23BL5 
オープン価格
15型TFT液晶ディスプレイ
PCVD-15XA1/K付属

パーソナルコンピューター

PCV-HS23BL7
オープン価格
17型TFT液晶ディスプレイ
PCVD-17SA1/K付属

◎「Office Personal 2003」プリインストール
◎ステレオスピーカー付属
◎フロッピーディスクドライブ付属

メモリー HDD ドライブCPU

256MB
DDR266対応

80GB DVD±RW
インテル® Celeron® 
プロセッサー

2.30 GHz
クリアブラック
液晶

パーソナルコンピューター

PCV-HS13BL5
オープン価格
15型TFT液晶ディスプレイ
PCVD-15XA1/K付属

パーソナルコンピューター

PCV-HS73BC5 
オープン価格
15型TFT液晶デジタルディスプレイ
PCVD-15XM1/K付属

パーソナルコンピューター

PCV-HS73BC7 
オープン価格
17型TFT液晶デジタルディスプレイ
PCVD-17SM1/K付属

パーソナルコンピューター

PCV-HS83BC7
オープン価格
17型TFT液晶デジタルディスプレイ
PCVD-17SM1/K付属

シンプルなデザインと、やさしい使い心地。基本性能も充実。

洗練されたスリムなデザイン。

トップのラウンドが特徴的なスタイリッシュ・ボディ、ス

マートなディスプレイ、キーボード。洗練されたカタチ

とスリムなデザインで、部屋に自然に溶け込みます。

シンプルに接続、より自由にレイアウト。

PCV-HS83BC7･HS73シリーズは、ディスプ

レイ、本体、キーボードを自在に置ける3ピー

スタイプ。ディスプレイを中心とした接続で、

セッティングも手軽。自由なレ

イアウトを楽しめます。

全モデル「クリアブラック液晶」採用。

高輝度・高コントラストを追求し、明るく、黒が締

まった鮮やかな映像を映し出します。ARコート

で気になる外光の映り込みも低減しました。

高音質ステレオスピーカーを内蔵。

PCV-HS83BC7･HS73シリーズは、液晶ディ

スプレイの両サイドにスピーカーをスリムに内

蔵。左右独立エンクロージャーとチューニング

ポートを備えるなど、音質も追求しました。

ビデオカメラ《MOTION EYE》とマイクを内蔵。

PCV-HS83BC7･HS73シリーズには、付属

ディスプレイに3 7万画素のビデオカメラ

《MOTION EYE》とマイクを内蔵。付属の

「Network Smart Capture」や「Windows®

Messenger」を使えば、インターネット経由で

ビジュアルコミュニケーションが広がります。

また、ビデオカメラは

上下に最大90度回転

し、使わないときは

下に向けてレンズ部

分を収納可能です。

画面のアングルを、

使い方にあわせて自在に調整。

PCV-HS83BC7･HS73シ

リーズ付属の液晶ディスプレ

イは、スタンド部に2ヶ所の

可動部を備えたダブルヒンジ

機構を採用。また、PCV -

HS23シリーズ･HS13BL5の

付属ディスプレイも、スタン

ド部が90度半転。机やイス

の高さに合わせて角度を調整でき、エルゴノ

ミックアングルも実現。自然な姿勢で画面に

向かえます。
※写真は、PCV-HS73BC5付属ディスプレイ。

使いたい機能をワンタッチで起動。

キーボードには、インターネットやメールソフト

などをワンタッチで起動できる、便利なショー

トカットキーを装備。目的にあったソフトを案

内する「バイオメニュー」にも対応します。

「Giga Pocket」をすぐ起動できる、

新リモコン付属。

新デザインのリモコンを付属しました。

「Giga Pocket」を全画面表示で起動

するテレビボタンを備えるなど、さらに使

い勝手が向上。テレビや音楽を手元か

ら手軽に操作できます。※PCV-HS13BL5を除く。

快適に使える充実のハード性能。

PCV-HS83BC7･HS73シリーズには、複数の

アプリケーションを同時に実行した場合のパ

フォーマンスを高めるHTテクノロジー インテル®

Pentium® 4プロセッサー 2.60C GHzを搭載。

さらにPCV-HS83BC7では、DDR400デュアル

チャンネル転送対応の51 2MBメモリや、

200GBの大容量ハードディスクを備え、いっ

そうスマートな使い心地を実現します。また、

PCV-HS23シリーズ・HS13BL5には、CPUに

インテル® Celeron® プロセッサー 2.30 GHz

を搭載。充実した性能を求めました。

フロッピーディスクドライブも付属。

PCV-HS23シリーズ・HS13BL5には、フロッピー

ディスクドライブを付

属。ワープロ文書の保

存など、幅広いシーン

で活用できます。

シンプルなスタイルと、使いやすさにこだわって。便利なソフトも多彩に備えた、バイオHS。

毎日に自然になじむシンプルでやさしいフォルム。

テレビ録画＊やDVDづくりなど、バイオの多彩な楽しみはもちろんのこと、

「Office Personal 2003」「筆ぐるめ」をはじめ、便利なソフトも多数揃え、幅広く活用できる。

暮らしをいっそう楽しく彩る、バイオHS。＊PCV-HS13BL5を除く。

w w w . v a i o . s o n y . c o . j p / H S

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

※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。※画面はハメコミ合成です。
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充実の性能と多彩な楽しみを集めて。
フロッピーディスクドライブ付属のシンプルモデル。

■ 接続端子



セッティングに自信がない、使い方がわからない、そんなお客様の声に直

接おこたえする、訪問サポートサービス。ソニーのサポートエンジニアが

ご自宅にお伺いし、豊富な知識でお

手伝いします。お申し込み先、料金に

ついて詳しくは上記ホームページを

ご覧ください。
※訪問料（8,000円）および消費税別途。2003年9月現在の料金です。
※離島など一部地域ではサービス適用外とさせていただく場合があります。

2322

テレビもDVDも気軽に楽しめる。AVエンターテインメントの新スタイル。

手軽に予約、どんどん録画。

テレビ番組を高画質で録画・再生できる

「Giga Pocket」を搭載＊。最大257.5時間

（PCV-HS83BC7）の長時間録画が可能で、気

になる番組をどんどんバイオに録りためられ

ます。録画予約はインターネット上の「iEPG番

組情報サイト」から。一覧表示の番組表からク

リックで手軽に予約設定できます。また、「スカ

イパーフェクTV！」チューナーやビデオデッキ

などを接続できる外部入力端子を装備。衛星

放送やビデオテープの映像もハードディスク

に記録できます。＊PCV-HS13BL5を除く。

高画質のテレビ録画を実現する

「Giga Pocket Engine」搭載＊。＊PCV-HS13BL5を除く。

ハードウェアエンコーダーボード「Giga Pocket

Engine」を搭載。PC専用設計のTVチューナーで、

ノイズの少ない、美しい映像を映し出します。

さらにDNR（デジタルノイズリダクション）機

能など、充実の装備。高画質で安定して録画

できます。PCV-HS83BC7･HS73シリーズで

は、二重映りを抑える「ゴーストリデューサー」、

画面のちらつきや色にじみを抑える「3次元

Y/C分離回路」も備えました。

録画した番組を気軽にDVDにする。

全モデルに、さまざまなDVDメディアへの記録

が可能なDVD±RWドライブを搭載。付属の

「Click to DVD」（P5参照）を使えば、「Giga Pocket」

で録画したテレビ番組を手軽にDVDへ記録。

さらに、i.LINK端子でつないだハンディカムの

映像や、8ミリビデオなどのアナログ映像＊まで

も取り込んで、DVDに仕上げられます。

＊PCV-HS13BL5では、アナログ映像を取り込むことはできません。

「Office Personal 2003」をはじめ、静止画加工や年賀状作成など、便利に使える多彩なソフトを用意。

「Adobe® Photoshop® Elements」＊で

自由に写真加工。＊PCV-HS83BC7・HS73シリーズに搭載。

複数の写真から必

要な部分だけを切

り抜いてコラージュ

（合成）を楽しんだ

り、色調を調整した

りと、デジタル写真の加工が自在に楽しめます。

VAIOHS 多彩な楽しみと便利さ。デスクの上から毎日を面白くする。

駅すぱあと
日本全国の鉄道・空路から
最適ルートを検索。

デジタル全国地図
最新の地図情報をネットワーク
経由で素早くチェック。

てきぱき家計簿マム4
入出金の管理はもちろん、
家計診断など便利な機能を装備。

PostPet TypeLand 打モモ
PostPetのキャラクターと
一緒に、楽しくタイピング練習。

i-フィルターPersonal Edition
特定のホームページへの
アクセスをシャットアウト。

時事通信社
「家庭の医学」デジタル版II
ロングセラー書籍、時事通信社
「家庭の医学」をそのまま収録。

「筆ぐるめ 2004」で、

オリジナリティあふれる年賀状作成。

年賀状などのグリー

ティング・カード、カ

レンダーを手軽に

作成できます。また、

住所録もシンプル

に管理可能。さまざまなサイズのハガキや封

筒に対応し、宛名印刷も手軽です。

■使い勝手もますます向上。豊富な実用ツール。

「Microsoft® Office Personal 

Edition 2003」を全モデルに搭載。

ワープロや表計算、情報管

理など、役立つアプリケー

ションがそろった「Off ice

Personal 2003」を全モデ

ルに搭載。機能性がさらに

アップし、ますます便利に

活用できます。

※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。※画面はハメコミ合成です。
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ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

と

サービス

バイオのコンディションを整えて、トラブル回避。

バイオをより快適に使うための重要なお知らせやアップデートプログラムを、

インターネット経由で自動的にお知ら

せします。履歴も電子メールのような感

覚で整理できるので、未読の情報や対

応済みの情報もひとめでわかります。

アップデート情報をお知らせ。
「VAIO Update（バイオアップデート）」

いつも快適にお使いいただくために。もっと楽しさを広げていただくために。困ったときの解決支援から、

楽しく活用するためのサービスまで、サポート＆サービスが、バイオのある生活を幅広くアシストします。

Windows® XP Professional搭載モデルのためのアドバンストサポート 対象モデル：PCV-RZ73Pシリーズ

◎テクニカルWebサポートは、原則24時間以内のご返信をさせていただきます。またAM10:00までにお受けしたご質問につきましては、原則としてその日のうちにご返信させていただきます。
◎お電話でのご相談・ご質問は、ご購入日から90日間を無料で承り、91日以降のお問い合わせには、有料のサポートメニューをご用意しています。
※アドバンストサポートについて詳しくは、VAIOホームページ内［サポート］（ http://vcl.vaio.sony.co.jp/）をご覧ください。

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング&有償サービス。
VAIO専用ショッピング・サービス

UPGRADE AREA（アップグレードエリア）

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。バイオ専用関連製

品はもちろん、バイオプリインストールソフトの最新版や他社ソフト、素材

集や書籍など、さまざまなアイテムをご提供しています。

スタッフがご自宅に訪問してお手伝い。

ソニーマーケティング（株）の個人
情報保護の取り組みは、プライバ
シーマークの認定を受けています。

VAIOオンラインカスタマー登録
電話回線（フリーダイヤル）やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、My Sony IDと各種の
ご案内を差し上げるほか、製品保証をご購入日から1年間（登録されない場合は3カ月）とし、修理の際は運送業者が引き取り
に伺い梱包作業も行います。また、「マイサポーター」や「UPGRADE AREA」などさまざまなサービスもご利用いただけます。

設定から使い方まで、スタッフがご自宅でサポート。
「訪問サポートサービス」

http://www.sony.co.jp/css/

http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/

ご購入時から3年間の無料修理を提供

「VAIO延長保証サービス」

お持ちのバイオが故障した場合に、ご購入時から3年間の無料修理をご提

供するサービスです。
※破損、水漏れなど事故の場合を除く。※詳しくは上記ホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VP2/

VAIO Solution Partner（バイオソリューション・パートナー）バイオユーザーにおすすめ。ソニーグループのプロバイダー
So-net（ソネット） バイオでインターネットを快適に楽しんでいただくために、以下の通信事業各社を推奨します（2003年8月11日現在）。

So-netは、ソニーグループが運営する安心のインターネット接続サービス。1Mの
ADSLから100Mの光まで、豊富なメニューからお選びいただけます。本カタログに
掲載のバイオをご所有の方なら、以下の入会特典が受けられます。

〈入会特典〉◎接続料金 最大3カ月無料（ADSLコース/Bフレッツコース）
◎ウィルスチェックサービス（月額150円）最大6カ月無料
◎IP電話「So-netフォン」最大6カ月無料

※詳しくはバイオ本体に同梱のパンフレット「So-net Service Guide」に記載されています。

いつも快適に。さらに楽しく。サポート＆サービスで、バイオと長くつきあえる。

〈プロバイダー〉 〈無線LAN事業者〉〈ADSL事業者〉 ※左記の通信事業各社は、「VAIO
Media」に、より適したインターネッ
ト接続サービスメニューを提供して
います。※左記プロバイダー、事業
者へは、バイオから手軽に加入手続
きが行えます。

サポート

困ったこと、わからないことは、スマートに解決。

バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、

Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。操作方

法から使いこなし情報まで、幅広くサポートします。

まずは気軽にバイオに質問。
「CyberSupport for VAIO（サイバーサポート・フォー・バイオ）」

使い方ご相談窓口：VAIOカスタマー登録を行っていただくと、バイオ

の使い方や技術的なご質問をお電話で承ります。

受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時（年末年始を除く）
※通話料金はお客様のご負担になります。

電話で相談。
「VAIOカスタマーリンク」

最新のサポート情報を掲載しています。目的にあったQ&Aを見つける「らく

らくQ＆Aサーチ」や、ひとりひとりに合わせた情報を提供する「マイサポー

ター」＊など、目的別の情報が充実。ご質問をホームページ上で受け付け、

電子メールでご回答する「テクニカルWebサポート」もご利用になれます。
＊ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。

インターネットで検索。
VAIOホームページ内「サポート」ページ
http://vcl.vaio.sony.co.jp/

「CyberSupport for VAIO 」

バイオを楽しく学べる
「How to VAIO」

基本操作をやさしく解説
「できるWindows  XP for VAIO」

パソコン設置・初期設定 8,000円
ADSLインターネット設定 6,000円～
ワイヤレスLANインターネット設定 6,000円～
ルームリンク設置 7,000円～

セッティングサポート例



●高画質な映像出力が可能なハードウェアMPEG2デコーダー内蔵。
●ネットワーク（LAN）コネクター（100BASE-TX）、光デジタルオーディオ出力、

Sビデオ出力、ビデオ／オーディオ出力×各1端子を装備。●外形寸法／：約幅

29mm（スタンド脚部　幅60mm）×高さ141mm×奥行155mm ●質量：約

650g（本体・スタンド）●付属品：リモ

コン、ネットワークケーブル（5m）、AV

ケーブル（1.5m）、インストールCD-ROM、

スタンドなど。●対象機種：Windows®

XP Professional/Windows® XP

Home Editionを搭載したバイオ＊

＊ビデオ再生・テレビ録画の機能は、
「Giga Pocket」搭載バイオのみ可能。
なお、機種によっては一部機能に制限事
項等が生じる場合があります。最新情報
はVAIOホームページにてご確認ください。

2524 ※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。※画面はハメコミ合成です。

●イメージセンサー：1/5.5型CMOSセンサー ●総画素数：37万画素
●プラグインパワーマイク内蔵 ●取り付けアダプター、取り付けシート

付属 ●付属ソフトウェア：「Network Smart Capture」「With You Call」
●インターフェース：USB（ケーブル長　約1m）●外形寸法（カメラ部）：

約幅60 ×高さ34×奥行33mm ●質量（カメラ部）：約42g
※対象機種についての詳細はVAIO ホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）でご確認ください。

ビジュアルコミュニケーションカメラ

PCGA-UVC11 
オープン価格

●液晶表示装置：3.5型TFTカラー液晶 ●ハードディスクドライブ：約20GB
●映像再生フォーマット：MPEG2/MPEG1形式 ●インターフェース：

USB2.0（Hi-speed/Full-speed/Low-speed対応）＊1 ●電源：ACアダプター

またはリチウムイオンバッテリー（本体内蔵）●連続再生時間：約4時間＊2

●外形寸法：約幅84×高さ120×奥行28mm（突起部含まず）●質量：

約300g  ●付属ソフトウェア：ビデオ転送マネージャー●対応ファイル形式：

「Giga Pocket」形式のファイル（ビデオカプセル）/MPEG2/MPEG1/AVI

（DV）/WMV＊3 ●対応機種：Windows® 2000、Windows® Me、Windows®

XP Professional、Windows® XP Home Edition搭載のバイオ。
＊1：接続するバイオがUSB2.0に対応していない場合は、USB1.1の転送速度となります。＊2：バッ
テリー駆動時。再生時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。＊3：AVI
（DV）、WMVはMPEG2（4Mbps固定）に変換されます。

ハードディスクビデオプレーヤー

PCVA-HVP20 
オープン価格 近日発売予定

映像を手軽に撮影、多彩に活用。

「Network Smart Capture」で、手軽に動画や

静止画を撮影。そのままメール添付や、WEB

上での公開も

可能。自動撮

影による定点観

測も楽しめます。

i.LINKハードディスクドライブ

PCVA-HD25（250GB）オープン価格

PCVA-HD12（120GB）オープン価格

●約35MB/秒の高速データ転送が可能。●「Giga Pocket」の録画先に指
定してテレビ番組の記録が可能。●デジタルハンディカムの動画データを直
接取り込み可能。●バイオと連動して自動的に電源オン／省電力モードへの
移行が可能。●システムドライブ（C:ドライブ）のバックアップ/リストアが可能な
バックアップソフト「HD革命/BackUp Lite（Windows XP/2000のみ対応）」
付属。●端子：i.LINK端子（6ピン）×2 ●外形寸法：約幅171×高さ58×奥
行304mm ●質量：約2.4kg（本体のみ） ※i.LINKケーブルは別売です。

250GBと120GBの大容量外付けハードディスクドライブ。動画や音楽など、さらに豊富なデータを保存できます。
転送速度も約35MB/秒の高速転送が可能です。ポータブルタイプは、小型ながら容量60GB。携帯にも便利です。

i.LINKケーブル

※メモリーモジュールの取り付けには、機器内部の構造上、知識と経験が必要です。取り付け作業は販売店へご依頼いただくか、ソニー製メモリー取り付けの場合はソニー（株）VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス（有料）もご利用いただけます。※i.LINK
はすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載機器の動作条件との接続の可否情報をご確認ください。操作の可否は各機器のソフトウェア（OSを含む）およびハードウェアによって規定されます。※i.LINKで接続を行うパソ
コン周辺機器類（ハードディスクドライブやDVD-RWドライブなど）は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。※本カタログは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについて、そのすべてを掲載しているも
のではありません。また、本カタログの配布開始時点（裏表紙参照）では、ご使用の上で必要になる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニー（株）が別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、
動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店にご確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新情報はVAIOホームページ内「サポート」機種別ページでご案内しています。

「4ピン←→6ピン」タイプ
VMC-IL4635B（3.5m）希望小売価格4,400円（税別）

「6ピン←→6ピン」タイプ
VMC-IL6615B（1.5m）希望小売価格3,300円（税別）

VMC-IL6635B（3.5m）希望小売価格5,300円（税別）

IC記録メディア
メモリースティック
MSA-128A（128MB）オープン価格

MSA-64AN（64MB）オープン価格

MSA-32AN（32MB）オープン価格
※著作権保護された楽曲データは記録できません。

メモリースティックPRO
MSX-1G （1GB） オープン価格
MSX-512（512MB） オープン価格
MSX-256（256MB） オープン価格

DVD-RWメディア
日本ビクター株式会社

VD-RW47B（2倍速書込対応）オープン価格

DVD-Rメディア
三菱化成メディア株式会社

DHR47U1 （4倍速書込対応）オープン価格

ケーブルなしの快適なマウス操作を
実現する、ワイヤレスマウス。
ワイヤレスマウス

PCGA-WMS5/W（ミルキーパール）オープン価格 新発売

PCGA-WMS5/S（シルバー）オープン価格 新発売

●ケーブルなしで机上をすっきり使えるバイオのワイヤレスマウス。
●バイオデザイン採用、省スペース設計の小型レシーバー付属。
●電池消耗を軽減するパワーセーブ機能搭載。
●通信方式：RF27MHz
●交信範囲：約1m（使用環境により異なります。）
●電池寿命：約3ヶ月（アルカリ電池使用、一般使用時＊）
●レシーバーのインターフェース：USB
●付属品：レシーバーケーブル1.5m（デスク用）/20cm（ノート用）各1
＊1日8時間週5日間使用した場合を想定。

動画も静止画も美しく撮影。高性能を
コンパクトに連れ出せる、メガピクセルハンディカム。
2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-PC105K 希望小売価格148,000円（税別）

●総画素数107万画素＊。●タッチパネルを搭載し、液晶画面を触れ
て操るシンプル操作。●「Click to DVD」と連係。ワンクリックで手
軽にDVD作成。●外形寸法：幅約51×高さ約104×奥行約97mm
（最大突起部含まず）●質量：約460g（本体のみ）

＊有効画素：69万画素（動画時）、100万画素（静止画時）

増設メモリーモジュール
DDR SDRAM DDR400対応

PCVA-MM512F（512MB）

PCVA-MM256F（256MB）
PCV-RZ73P・RZ63・（RZ53）シリーズ、PCV-HS83・（HS73）シリーズ用

DDR SDRAM DDR333対応

PCVA-MM512E（512MB）

PCVA-MM256E（256MB）
PCV-RZ53シリーズ、PCV-HS73シリーズ、
PCV-Wシリーズ、PCV-Vシリーズ用

i.LINKポータブルハードディスクドライブ

PCGA-HDM06（60GB）オープン価格

●持ち運びが可能なポータブルタイプのハードディスクドライブ。
●コンパクトサイズながら、60GBの大容量。
●「Giga Pocket」の録画先に指定してテレビ番組の記録が可能。
●端子：i.LINK端子（4ピン）×1 
●外形寸法：約幅120×高さ19×奥行107mm 
●質量：約220g

バイオのハードディスクにたっぷりストックし

たAVコンテンツを、ホームネットワーク経由

で離れた場所にあるテレビに中継する「ルー

ムリンク」。AVケーブルでテレビと接続、一方

バイオとはネットワークケーブルなどの家庭

内LANでつないで、バイオの中のテレビ番

組・音楽・写真をテレビに出力できます。付

属のリモコンでテレビ側からも手軽に操作が

可能。リビングで、寝室で、バイオの楽しみ

をいつでも呼び出せます。

いっそう楽しく快適に。バイオの世界を広げる、多彩な関連製品。

DVD+RWメディア
三菱化成メディア株式会社

DPW47U1（2.4倍速書込対応）オープン価格

DVD+Rメディア
三菱化成メディア株式会社

DTR47U1（4倍速書込対応） オープン価格

※i.LINKドライブの利用においては、1.5m以下のi.LINK
ケーブルの使用をお勧めします。

関 連 製 品
Accessor ies

「4ピン←→4ピン」タイプ
VMC-IL4408B（0.8m）希望小売価格1,900円（税別）

VMC-IL4415B（1.5m）希望小売価格2,200円（税別）

VMC-IL4435B（3.5m）希望小売価格3,300円（税別）

「4ピン←→6ピン」タイプ
VMC-IL4615B（1.5m）希望小売価格2,800円（税別）

DDR SDRAM DDR266対応

PCVA-MM512D（512MB）

PCVA-MM256D（256MB）
PCV-HS23シリーズ・HS13BL5用

※PCV-RZ73P・RZ63・RZ53シリーズ・PCV-HS83BC7・
HS73シリーズにメモリを増設するには、同じメモリーを
2枚1組にしてお使いください。詳しくはP29の注釈をご
参照ください。

USBコネクターにつないですぐに使える
フロッピーディスクドライブ。
USBフロッピーディスクドライブ

PCVA-UFD2 オープン価格
●外形寸法：約幅103.5×高さ17.0×奥行142mm  ●質量：約
285g  ●ケーブル長さ：約475mm

手のひらにフィットするスタイリッシュな光学式マウス。
USB光学式マウス

PCGA-UMS5 オープン価格

●ケーブル長約80cm
※デスクトップ型バイオでの使用においては、本製品のケーブル長（約80cm）
では短い場合がありますので、あらかじめUSB端子の位置をご確認ください。

2色のカラーが選べるコンパクトな光学式マウス。
USB光学式マウス

PCGA-UMS3/V（バイオレット）オープン価格
PCGA-UMS3/S（シルバー） オープン価格

●ケーブル長約80cm
※デスクトップ型バイオでの使用においては、本製品のケーブル長（約80cm）
では短い場合がありますので、あらかじめUSB端子の位置をご確認ください。

バイオレット シルバー

ミルキーパール シルバー

有効320万画素の高画質、光学3倍ズーム対応。
好みで選べる4色の、サイバーショット。
デジタルスチルカメラ

DSC-P8 オープン価格

●選べる4色のボディカラー。
●高容量バッテリーなどによる優れたスタミナ性能。
●有効320万画素。
●光学3倍ズーム＋最大9.6倍スマートズーム。
●外形寸法：約幅108×高さ51.5×奥行35.1mm 
●質量：約172g（本体のみ）

バイオにドライバーをプリインストール。
すぐに使えて、A4サイズまで美しくプリント。
ダイレクトフォトプリンター

MPR-705 オープン価格 新発売

MPR-706 オープン価格 新発売

●4800dpi×1200dpiの高解像度を実現。
●6色カラーインクで、彩り鮮やか。
●完全フチ無しプリント対応。
●4種類のメモリーカードスロットを搭載。
●自動両面印刷も可能＊。＊MPR-706のみ。

気軽につないで、映像をDVDに記録する、
i.LINK DVD-RWドライブ。
i.LINK DVD-RWドライブ

PCVA-DRW3 オープン価格

●ワンクリックでのDVDづくりが楽しめる「Click to DVD」など、DVD
作成ソフトを付属。●4.7GBの大容量で、MPEG2の映像データを
DVDビデオフォーマットで保存可能。●外形寸法：約幅171×高さ
58×奥行304mm ●質量：約2.8kg 

※i.LINK ケーブルは別売です。※付属のバージョンは「Click to DVD Ver.1.0」

です。「Click to DVD Ver.1.3」とは一部機能が異なります。

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

光デジタルオーディオ出力

Sビデオ出力

ビデオ／オーディオ出力

ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX）

［背面］ MPR-705

MPR-706

ネットワークメディアレシーバー

PCNA-MR1 オープン価格
■有線とワイヤレス、2つのルームリンク接続スタイル。

■大容量タイプとポータブルタイプがそろった、i.LINKハードディスクドライブ。

※バイオと「ルームリンク」を直接1本の
ケーブルで接続する場合は、クロスケー
ブルを使用します。
※ADSLモデムなどを組み合わせる場合
は、ルーター/ハブを経由して接続します。

※ルーターをすでにお持ちの場合、または
ADSLモデムがルーター機能内蔵の場合は、
PCWA-AR800以外にも、ブリッジタイプ
（ルーター非内蔵）のアクセスポイントPCWA-
A320（IEEE802.11b/g）を使用できます。

●有線接続

●ワイヤレスLAN接続

ネットワーク（LAN）ケーブル 

「ルームリンク」　PCNA-MR1バイオ テレビ 

インターネット回線へ 

ADSLモデム（ハブ付き） 

ワイヤレスLAN 
ブロードバンドルーター 
PCWA-AR800

インターネット回線へ 

ADSLモデム 

ワイヤレスLAN 
コンバーター  
PCWA-DE80

「ルームリンク」　PCNA-MR1バイオ テレビ 

バイオにためた楽しみを、テレビで引き出す。AVの楽しみを家中に広げる「ルームリンク」。

■有線接続のほか、ワイヤレス接続にも対応。：

バイオとルームリンクの間は、ネットワーク

ケーブルによる有線接続のほか、別売の「ワ

イヤレスLANコンバーター」などを組み合わ

せて、ワイヤレス接続も可能。いっそうスマー

トに楽しめます。
※バイオ・ルームリンク間の接続に対応するワイヤレスLAN製品について詳しく

は、P9をご覧ください。

バイオから、録画したテレビ番組やさまざまな

映像ファイルを持ち出して、外出先でも楽しめ

る「ハードディスクビデオプレーヤー」。手のひ

らサイズのコンパクトボディに、明るい3.5型

液晶を搭載。MPEG2の高画質映像を映し出

します。連続再生は最長4時間、記録できる映

像は合計最大31時間＊と、たっぷり持ち運び可

能。さらに、USB2.0でPCとつなげば、外付け

ハードディスクドライブとしても活用でき、大

容量データのやりとりにも役立ちます。

＊「Giga Pocket」の長時間モード（MPEG1（1.41Mbps））で録画した番組の場合。

録画したテレビ番組や映像をたっぷり持ち出し楽しめる、ハードディスクビデオプレーヤー。

■ドラッグ＆ドロップで、手軽に転送。：録りためた

テレビ番組や映像ファイルは、ドラッグ＆ドロップ

の手軽な操作で転送できます。さらに、USB2.0だか

ら転送もスピーディー。

あらかじめ転送時刻等

を設定する、自動転

送予約も可能です。

USBコネクターでバイオにつなぎ、映像を生かした

新しいコミュニケーションが楽しめる「ビジュアルコ

ミュニケーションカメラ」。肌色の再現性に優れ、

ヘッドセットいらずのマイク

内蔵カメラで、ビデオメール

はもちろん、「Windows®

Messenger」でのビデオ

チャットも快適に楽しめます。

ビデオメールやビデオチャットも手軽に実現。ビジュアルコミュニケーションカメラ。

バイオ 

USBケーブル（USB2.0） 

ハードディスクビデオプレーヤー 
　PCVA-HVP20

と

「ビデオ転送マネージャー」操作画面



■ インターネット・メール

■ コミュニケーション

ホームネットワーク

静止画・写真 ■ その他

■ 設定・ユーティリティー

■ 実用ツール

■ ワープロ・表計算

2726

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

● ● ● ●VAIOオリジナル壁紙

● ● ● ●
オンラインカスタマー登録
VAIOオンラインカスタマー登録

● ● ● ●
VAIOオリジナルGUIセットアップ
UI Design Selector

● ● ● ●
ご紹介画面
VAIO Game Centerのご紹介

● ● ● ●
ご紹介コンテンツ
おトク情報の紹介

● ● ● ●
電子メール
MicrosoftR Outlook Express 6

バイオの楽しみを広げる付属ソフトウェア。

ー ー ● ー

■ OS

テレビ録画

ビデオ編集・再生

バイオ バイオ バイオ バイオ

V W RZ HSシリーズ

MicrosoftR WindowsR XP Professional（Service Pack1対応）＊1

● ● ● ●MicrosoftR WindowsR XP Home Edition（Service Pack1対応）＊1

● ● ● ●テレビ録画/管理/再生統合ソフト
Giga Pocket Ver.5.5

● ● ● ●Giga Pocketリモート予約
iRCommander Ver.1.3

● ● ● ●
DV動画/静止画入出力/簡易編集
DVgate Plus Ver.1.1

ー ー ● ー
動画編集・加工
AdobeR PremiereR 6.5 日本語版

ー ー ● ー
動画編集・加工
AdobeR PremiereR 6 LE 日本語版

ー ー ● ー
Premiereプラグイン
VAIO Edit Components Ver.3.0

ー ー ● ー
DVDビデオ再生ソフト PowerDVDTM XP for VAIO
（ドルビーバーチャルスピーカー・ドルビーヘッドホン対応）

● ● ー ●
DVDビデオ再生ソフト
PowerDVDTM XP for VAIO

● ● ● ●
ムービープレーヤー
QuickTimeTM 6.1

● ● ● ●
AV再生・ストリームプレーヤー
RealOne Player

● ● ● ●
DVD作成ソフト
Click to DVD Ver.1.3

ー ー ● ー
DVD-Videoオーサリングソフト
DVDit!R for VAIO

ー ー ● ー
DVD-Videoオーサリングソフト
TMPGEnc DVD Author 1.5 for VAIO 

ー ー ● ー
MPEGソフトエンコーダー
TMPGEnc DVD Source Creator 2.0 for VAIO 

デジタルビデオ編集が楽しめる
「DVgate Plus」

精度の高いデジタルビデオ編集が行えます。

DV映像やMICROMV映像など、多彩な映像

の取り込み／編集／書き出しに対応。

オリジナリティあふれる年賀状作成
「筆ぐるめ 2004」

年賀状などのグリーティング・カードが自在に作

成できます。住所録もシンプルに管理でき、ハ

ガキや封筒などへの宛名印刷も手軽です。

目的地までのルートを検索
「駅すぱあと」＊4

路線図上の出発駅・目的駅をクリックするだけ

で経路探索できます。住所から最寄り駅を検索

できる便利な機能も備えています。

新しい地図はインターネットから
「デジタル全国地図」＊

インターネット経由で最新の地図情報をチェッ

ク。全国の道路地図と１軒１軒の建物の形まで

表示する「市街地図」を収録しています。
＊180日間は無料でご利用いただけます。それ以降は有料となります。

さまざまなシーンで活用できる
「Office Personal 2003」

ワープロや表計算、情報管理など、便利なソフ

トをそろえ、幅広いシーンで活用できます。
※PCV-V10/W・バイオRZシリーズを除く。

● ● ● ●
AV再生・ストリームプレーヤー
Windows MediaTM Player 9

● ● ● ●
静止画管理/加工/プリント統合ソフト
PictureGear Studio Ver.2.0

ー ー ● ●静止画作成・加工（フォトレタッチ）
AdobeR PhotoshopR Elements 2.0

● ● ● ●
音楽・静止画・ビデオ統合プレーヤー
VAIO Media Ver.2.6

● ● ● ●VAIO Media統合サーバー
VAIO Media Integrated Server Ver.2.6（MPEG4トランスコード対応）

ー ー ー ●テレビ電話
With You Call Ver.2.0

● ● ● ●
ビジュアルコミュニケーション
Network Smart Capture Ver.1.2

● ● ● ●
インターネットブラウザー
MicrosoftR Internet Explorer 6

● ● ー ●
インターネットを安全に利用
i-フィルター Personal Edition

● ● ● ●

サービスプロバイダー
So-net簡単スターター
OCNスタートパック for Windows 

ODNスターターキットソフトウェア
ぷらら入会／接続ソフト（P'z Dialer）
AOLサインアップツール
@niftyでインターネット
DIONオンラインサインアッププログラム
BIGLOBEでインターネット
Yahoo! BB

DVD作成

PCV-RZ73P
シリーズのみ

PCV-RZ63・RZ53
シリーズのみ

PCV-RZ73P
シリーズのみ

ー ー ー ●VAIO Media統合サーバー
VAIO Media Integrated Server Ver.2.6

● ● ● ●
音楽録音・編集ソフト
SonicStage Mastering Studio Ver.1.1

ー ー ● ー
サウンド編集
DigiOnSoundR 3 L.E. for VAIO

● ● ● ●
サウンド&ビジュアルミキシングソフトウェア
Gen-On Ver.1.1

PCV-RZ73P
シリーズのみ

PCV-HS83・HS73
シリーズのみ

PCV-HS13BL5
を除く

PCV-HS13BL5
のみ

PCV-HS83・HS73
シリーズのみ

PCV-RZ63・RZ53
シリーズのみ

PCV-HS13BL5
を除く

PCV-HS13BL5
を除く

● ● ● ●
音楽ファイル管理/再生ソフト
SonicStage Ver.1.6

音楽

＊2

バイオ バイオ バイオ バイオ

V W RZ HS
バイオ バイオ バイオ バイオ

V W RZ HSシリーズ

＊1：システムの再インストールはHDD内のリカバリーデータ、もしくは付属ツールで作成したリカバリーディスクから行いま
す（MicrosoftR Office Personalは除く）。OSの単体インストールはできません。また、付属データ以外によるOSのインス
トールはサポートの対象外となります。＊2：MotionClock連携機能、バイオW専用スキンを搭載します。＊3：「Home Style＋」
はCD-ROMで付属しています。＊4：ダイヤ改正などご購入頂いた時点での最新時刻表を無料ダウンロード可能です（初回の
み無料）。●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
登録商標または商標です。●テレビ王国、iRCommander、アイアールコマンダーは、ソニー株式会社の登録商標です。
iCommand、アイコマンドは、ソニー株式会社の商標です。●「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。●Adobe、
Adobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標
です。●ダイナフォントはDynaLab,Inc.の商標です。●CopyrightC1995 - 2003 RealNetworksTM, Inc. ●QuickTimeおよび
QuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標
です。●PowerDVD is trademark of CyberLink Corp.  ●DVDit! は Sonic Solutions の登録商標です。●CopyrightC 2003

PEGASYS Inc. ● "SBM/Super Bit Mapping" is a Trademark of Sony Corp. Equaliser for VAIO from Sony Oxford.

CopyrightC 2003 Sony Business Europe. L1 Ultramaximizer, S1 Stereo Imager and Renaissance Bass plug-ins by

Waves Ltd. Noise Reduction Effector Powered by DigiOn, Inc. CopyrightC 2003 DigiOn, Inc. ASIO Interface

Technology by Steinberg Media Technologies AG. VST PlugIn Interface Technology by Steinberg Media Technologies AG.
●DigiOn、DigiOnSoundは、株式会社デジオンの登録商標です。 ●Gen-Onはソニーデジタルネットワークアプリケーショ
ンズ株式会社の商標です。 ●CopyrightC 2000-2002 Digital Arts Inc. ●So-net、ソネット、およびSo-netロゴはソニー株
式会社の登録商標です。●ＯＣＮは、ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社の商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の商
標です。 ●「ぷらら」は株式会社ぷららネットワークスの登録商標です。 ●2003 AMERICA ONLINE. INC. All Rights

Reserved.  ●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●DIONはKDDI株式会社の登録商標です。●BIGLOBEは日本電気株
式会社の登録商標です。 ●C 2000-2002 DigiCubePostPetTM C1996-2002 Sony Communication Network Corporation.
●C TAITO CORP. 1996,2001 ●C 2001 UNBALANCE Corporation. ●CopyrightC 2000-2003 DigiOn Inc. and Easy

Systems Japan Ltd. All rights reserved.Drag'n Dropはイージーシステムズジャパン（株）と（株）デジオンの登録商標です。
●CopyrightC1988-2003 Val Laboratory Corporation All rights reserved  ●Copyright 1993-2003 FUJISOFT ABC Inc. All

rights reserved. ●てきぱき家計簿マム４はテクニカルソフト株式会社の商標です。 ●時事通信社「家庭の医学」デジタル
版Ⅱは、株式会社時事通信社の商標です。●Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録
商標です。2003 Symantec Corporation. All Rights Reserved.  ●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。
●Grami Best Selection All rights Reserved. CopyrightC Sony Corporation.Contains IP3 Technology licensed from

Visionarts, Inc.Portions of this software are based in part on the work of the IndependentJPEG Group   ●"Yahoo!BB"はヤ
フー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供するADSL接続サービスです。 ●GracenoteR and CDDBR are

registered trademarks of Gracenote.  The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo and logotype, and the

“Powered by Gracenote”logo are trademarks of Gracenote.  ●Super A/Gはアセロス社の登録商標です。 ●サービス内
容および提供条件は改善等のため予告なく変更する場合があります。 ●記載されている会社名およびサービス名は、各社
の登録商標および商標です。●その他本書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、Rマークは明記しておりません。●これらのソフトウェアには、1）ソニーVAIOカスタ
マーリンクによるサポート 2）各ソフトウェアメーカーによるサポート 3）サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品に付
属の説明書に記載されています。●ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものが
ありますので、ご了承ください。 ●アドビシステムズ社製のソフトウェアは、アドビシステムズ（株）により90

日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は同社による有料サポートメニューが用意されています。

バイオの楽しみはここからはじまる
「バイオメニュー」

バイオの豊富なソフトの中から、目的に合った

ソフトを案内。起動もダイレクトに行え、楽しみ

たいことにスムーズにアクセスできます。

● ● ー ●

● ● ● ●
DVD/CDライティングソフトウェア
Drag'n DropR CD＋DVD Ver.3.0

● ● ● ●
電車交通案内
駅すぱあと＊4

● ● ● ●
インターネット地図ソフト
デジタル全国地図

● ● ● ●
はがき・年賀状作成
筆ぐるめ 2004

ー ● ー ●
家計簿ソフト
てきぱき家計簿マム４

ー ● ー ●
医学辞典
時事通信社「家庭の医学」デジタル版Ⅱ

● ● ● ●
PDFビューワー
AdobeR ReaderR 6.0

● ● ● ●
ウィルスチェッカー
Norton AntiVirus 2003

● ● ● ●
バイオ専用ソフトウェアランチャー
バイオメニュー

● ● ● ●
アプリケーション等起動設定
VAIO Action Setup Ver.2.0

● ● ● ●
各種ユーティリティー
VAIOシステム情報

統合ソフトウェア（ワープロ/表計算/メール・情報管理/
オフィスツール）
MicrosoftR Office Personal Edition 2003

（Word 2003、Excel 2003、OutlookR 2003、

Home Style+＊3）

名作ゲームを気軽に楽しめる
「VAIO Game Center」

「電車でＧＯ！」などを付属、気軽に遊べます。さら
に「VAIO Game Center」サイトにアクセスすれば、
多彩なゲームをダウンロードできます＊。
＊「VAIO Game Center」でのダウンロード購入には、会員登録（有料）が必要です。

※ PCV-HS23シリーズ・HS13BL5に搭載。

バイオ ゲーム センター

シリーズ シリーズ

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度なビデオ編集に取り組める「AdobeR PremiereR 6 LE」にオリジナ
ル解説本を加えた特別セットを8,600円（税別、送料別）で優待提供。詳しくはVAIOホームページ内の
「UPGRADE AREA」（カスタマー専用）をご覧ください。

優待提供の
ご案内

PCV-V10/W
を除く

（専用壁紙もあり） （専用壁紙もあり）

■ エンターテインメント

ー ● ー ●
タイピング練習
PostPet TypeLand 打モモ for VAIO

ー ー ー ●
ゲーム
VAIO Game Center
（電車でＧＯ！、アルカノイド、大富豪）

PCV-HS83・HS73
シリーズを除く

ノートン アンチウィルス
ウイルスからパソコンを守る
「Norton AntiVirus 2003」

メールやインターネットなどを通じて受けるウイ

ルスによる被害からパソコンを守る、ウイルス対

策ソフトです。

バイオ バイオ バイオ バイオ

V W RZ HS

■ サポート・ヘルプ

● ● ● ●
VAIOマニュアル
CyberSupport for VAIO Ver.5.0

● ● ● ●
Windows 入門書（HTML）
できるWindows XP for VAIO

● ● ● ●
バイオの基礎を学習
How to VAIO Ver.2.0

● ● ● ●

リカバリーツール
リカバリーディスク作成ツール

● ● ● ●

自動アップデート
VAIO Update Ver.1.0

「WindowsR XP Professional 」を搭載。
※PCV-RZ73Pシリーズ。

WindowsR XP Professionalは、ブロードバンド環境で求められる高いセキュリティとネットワーク
機能を備えたオペレーションシステムです。リモートアクセスや高度なセキュリティ設定が可能な
だけでなく、ドメインへの参加もサポートしており、大規模なネットワークに接続してもご活用いた
だけます。

ディーブィゲート・プラス
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ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

MPEG映像録画時間＊14

表示モード
（専用ディスプレイ／本体）

約61W（最大約260W）／スタンバイ時約1.8W 約61W（最大約260W）／スタンバイ時約1.4W約63W（最大約260W）／
スタンバイ時約2.0W

内蔵マイク

内蔵ビデオカメラ

付属モデル

モデル

内蔵スピーカー／アンプ

USB端子

高さ・角度調整機構

質量

外形寸法

省電力モード

消費電力

電源

視野角

最大発色数

最大解像度

表示方式

液晶パネルサイズ

1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊4／
8KB・データキャッシュ／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵）

1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊4／
8KB・データキャッシュ／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵）

1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊4／
8KB・データキャッシュ／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵）

800MHz 800MHz

■ バイオデスクトップシリーズ 主な仕様

■ 付属ディスプレイ主な仕様 ■「Giga Pocket Engine」主な仕様

モデル
PCV-RZ73Pシリーズ PCV-RZ63シリーズ

バイオRZ
PCV-RZ53シリーズ PCV-HS83BC7

バイオHS
PCV-HS73BC7 PCV-HS73BC5

バイオWバイオV
PCV-HS23BL7 PCV-HS23BL5 PCV-HS13BL5PCV-W701BPCV-V10シリーズ PCV-W501B

プロセッサー HTテクノロジー インテルR

PentiumR 4プロセッサー 3.20 GHz ＊2
HTテクノロジーインテルR

PentiumR 4プロセッサー 3 GHz ＊2
HTテクノロジーインテルR

PentiumR 4プロセッサー 2.80C GHz＊2 ＊3

キャッシュメモリー

システムバス

チップセット インテルR 865PEチップセット インテルR 865PEチップセット

メインメモリー（標準／最大） 1GB（512MB×2）／最大2GB＊6 ＊7

（DDR SDRAM、DDR400対応デュアルチャンネル転送）
512MB（256MB×2）／最大2GB＊6 ＊7 ＊8

（DDR SDRAM、DDR400対応デュアルチャンネル転送）
512MB（256MB×2）／最大2GB＊6 ＊7 ＊8 ＊10

（DDR SDRAM、DDR333対応デュアルチャンネル転送）
拡張メモリースロット（空きスロット数） DIMMスロット（DDR SDRAM、184ピン）×4（2） DIMMスロット（DDR SDRAM、184ピン）×4（2）

グラフィックアクセラレーター NVIDIA GeForceTM FX 5600 NVIDIA GeForce™ FX 5200

ビデオメモリー 128MB（DDR SDRAM） 128MB（DDR SDRAM）

液晶表示装置 PCVD-17SA1/K、
ディスプレイなしから選択可能

SDM-HS93（V）、
ディスプレイなしから選択可能 PCVD-17SA1/K、ディスプレイなしから選択可能

表示モード（RGB接続時）＊11 約1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480） 1677万色（1600×1200、1280×1024、
1024×768、800×600、640×480）

約1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480） 1677万色（1280×1024、1024×768、
800×600、640×480）表示モード（DVI接続時）＊11

ー ー

ハードディスクドライブ 約200GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約175GB）＊12  ＊13

約250GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約225GB）＊12 ＊13

約160GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約135GB）＊12 ＊13

高画質約47.5時間／標準約94時間／
長時間約257.5時間

高画質約61.5時間／標準約121時間／
長時間約331時間

高画質約36.5時間／標準約72.5時間／
長時間約198.5時間

CD／DVDドライブ

フロッピーディスクドライブ 3.5型（1.44MB／720KB＊21）×1 3.5型（1.44MB／720KB＊21）×1

背面／側面

記
憶
機
器

●キーボード（PS/2、MiniDIN×1）●マウス（PS/2、MiniDIN×1）●パラレル（D-sub 25ピ
ン×1）●USB2.0×4（High-speed/Full-speed/Low-speed対応）●オーディオ入力（ライン
入力：ステレオ、ミニジャック×1、マイク入力：モノラル、ミニジャック×1）●ヘッドホン出力
（ステレオ、ミニジャック×1）●ネットワーク（LAN）コネクター（1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T×1）●ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン×1／DVIタイプ×１）＊22
●光デジタルオーディオ出力×1＊23 ●モデム用モジュラージャック×2（ LINE×1、
TELEPHONE×1）●i.LINK S400（6ピン）×1

●キーボード（PS/2、MiniDIN×1）●マウス（PS/2、
MiniDIN×1）●パラレル（D-sub 25ピン×1）
●USB2.0×4（High-speed/Full-speed/Low-speed対
応）●オーディオ入力（ライン入力：ステレオ、ミニジャッ
ク×1、マイク入力：モノラル、ミニジャック×1）●ヘッド
ホン出力（ステレオ、ミニジャック×1）●ネットワーク
（LAN）コネクター（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-
T×1）●ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピ
ン×1／DVIタイプ×１）＊22 ●光デジタルオーディオ出力
×1＊23 ●モデム用モジュラージャック×2（LINE×1、
TELEPHONE×1）●i.LINK S400（6ピン）×1

Giga Pocket Engine用端子
●ビデオ入力（ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN×1）●ビデオ出力（ビデオ・
Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN×1）●オーディオ入力（ステレオ、ミニジャック×1）

●オーディオ出力（ステレオ、ミニジャック×1）●TVアンテナ入力（75Ω、F型コネクター×1）

●ビデオ入力（ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN×1）●ビ
デオ出力（ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN×1）●オー
ディオ入力（ステレオ、ミニジャック×1）●オー ディオ出力（ステレ
オ、ミニジャック×1）●TVアンテナ入力（75Ω、F型コネクター×1）

前面
●i.LINK S400（4ピン）×1 ●USB2.0×3（High-speed/Full-speed/Low-speed対応）
●Giga Pocket Engine DX用入力端子（○ビデオ入力：ビデオ×１、Sビデオ×1

○オーディオ入力：ステレオ、ピンジャック×1）

●i.LINK S400（4ピン）×1 ●USB2.0×3（High-speed/
Full-speed/Low-speed対応）●Giga Pocket Engine
DX用入力端子（○ビデオ入力：ビデオ×１、Sビデオ×1
○オーディオ入力：ステレオ、ピンジャック×１）

メモリーカードスロット メモリースティックスロット（メモリースティックPRO 高速転送対応）×1＊25、
SmartMedia™×1、CompactFlash™（TypeⅠ/Ⅱ）×1

メモリースティックスロット（メモリースティックPRO 高速転送対応）×1＊25、
SmartMedia™×1、CompactFlash™（TypeⅠ/Ⅱ）×1

TypeⅡ×1、CardBus対応 TypeⅡ×1、CardBus対応PCカードスロット

MPEG2リアルタイムエンコーダーボード Giga Pocket Engine DX（別掲） Giga Pocket Engine DX（別掲）

拡張スロット（空きスロット数） PCI×3（1）＊26 AGP×1（0） PCI×3（1）＊26 AGP×1（0）

拡張ベイ（空きベイ数） 3.5インチ（ハードディスク用）×2（1）、5インチ×2（0） 3.5インチ（ハードディスク用）×2（1）、5インチ×2（1）

オーディオ機能 AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ（Direct Sound 3D）対応 AC97準拠オーディオ、
3Dオーディオ（Direct Sound 3D）対応

スピーカー／アンプ アクティブスピーカー（前面ヘッドホン端子装備）、
防磁型（JEITA）、最大出力3W+3W（JEITA）

アクティブスピーカー（前面ヘッドホン端子装備）、
防磁型（JEITA）、最大出力3W+3W（JEITA）

最大56kbps（V.90）＊29／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時） 最大56kbps（V.90）＊29／最大33.6kbps（V.34）／
最大14.4kbps（FAX時）内蔵モデム＊28

主な付属品

ショートカットキー付きキーボード（PS/2）、スクロール機能付き光学マウス（PS/2）、電源
ケーブル、電話線、取扱説明書、USBジョグコントローラー（PCV-RZ73Pのみ）、バイオ用マ
ルチリモコン RM-GP5T、リモコン用受光ユニット（USB 2m）、ビデオ接続用変換コネクター
（MiniDIN7ピン←→RCAピン端子）×2、ビデオ接続ケーブル（1.5m）×１、オーディオ接続
ケーブル（1.5m）×1、テレビアンテナ接続ケーブル（3.6m）×1、i.LINKケーブル（400Mbps
対応DVケーブル4ピンー4ピン）（1.5m）×1

ショートカットキー付きキーボード（PS/2）、スクロール機能付き光
学マウス（PS/2）、電源ケーブル、電話線、取扱説明書、バイオ用
マルチリモコン RM-GP5T、リモコン用受光ユニット（USB 2m）、
ビデオ接続用変換コネクター（MiniDIN7ピン←→RCAピン端子）×
2、ビデオ接続ケーブル（1.5m）×１、オーディオ接続ケーブル
（1.5m）×1、テレビアンテナ接続ケーブル（3.6m）×1

電源 AC100V±10%／50～60Hz AC100V±10%／50～60Hz

消費電力 約99W（最大約432W）／スタンバイ時約3W 約98W（最大約432W）／
スタンバイ時約3W

エネルギー消費効率＊31 P区分 0.0003516 P区分 0.000375 P区分 0.0004018

外形寸法 約幅195mm×高さ380mm×奥行391mm（本体、突起物含まず） 約幅195mm×高さ380mm×奥行391mm
（本体、突起物含まず）

質量 約14kg 約13.5kg

HTテクノロジーインテルR PentiumR 4プロセッサー 2.60C GHz＊2 ＊3 インテルR CeleronRプロセッサー 2.30 GHzインテルR CeleronRプロセッサー
2.20 GHz

1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊4／8KB・データキャッシュ／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵） 1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊4／8KB・データキャッシュ／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊4／
8KB・データキャッシュ／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）

800MHz 400MHz400MHz

インテルR 865Gチップセット インテルR 845GLチップセットSiS651チップセット

256MB／最大1GB＊9（DDR SDRAM、DDR266対応）512MB（256MB×2）／最大1GB＊6 ＊7

（DDR SDRAM、DDR400対応デュアルチャンネル転送） 256MB／最大1GB＊6 ＊10（DDR SDRAM、DDR333対応）256MB／最大1GB＊5

（DDR SDRAM、DDR333対応）
DIMMスロット（DDR SDRAM、184ピン）×2（1）DIMMスロット（DDR SDRAM、184ピン）×2（0）DIMMスロット（DDR SDRAM、184ピン）×2（1）

IntelR Extreme Graphics2（インテルR 865Gチップセットに内蔵） IntelR Extreme Graphics（インテルR 845GLチップセットに内蔵）SiS651チップセットに内蔵

最大64MB（メインメモリー共有）32MB（メインメモリー共有）

PCVD-17SM1/K PCVD-15XM1/K PCVD-15XA1/KPCVD-17SA1/K
15型（1024×768）TFTカラー液晶、

〈クリアブラック液晶〉（多層ARコート）
最大傾斜角度25度（垂直からの可動範囲）

ーー

約1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480）

約1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480）

ーー

ー約1677万色
（1024×768、800×600）

約120GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約95GB）＊12 ＊13

約160GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約135GB）＊12 ＊13

約80GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約55GB）＊12＊13

約200GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約175GB）＊12 ＊13

約80GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約15GB／Dドライブ約60GB）＊12 ＊13

高画質約26時間／標準約51時間／長時間約139.5時間 ー高画質約47.5時間／標準約94時間／
長時間約257.5時間

高画質約36.5時間／標準約72.5時間／
長時間約198.5時間

高画質約16時間／標準約32時間／
長時間約88時間

●DVD±RWドライブ（DVD+R/+RW・DVD-R/-RW）＊15

書き込み：DVD+R最大4倍速＊18、DVD+RW最大2.4倍速、DVD-R最大4倍速＊16、DVD-RW最大2倍速＊17、CD-R最大16倍速、CD-RW最大10倍速＊19

読み出し：DVD+R・DVD-R最大4倍速、DVD+RW最大2.4倍速、DVD-RW最大2倍速、DVD-ROM最大8倍速、CD-R/RW/ROM最大32倍速＊20

〈バッファーアンダーラン防止機能搭載〉

●DVD-RWドライブ＊15

書き込み：DVD-R最大等倍速＊16、
DVD-RW最大等倍速＊17、CD-R最大
16倍速、CD-RW最大8倍速＊19

読み出し：DVD-R最大4倍速、DVD-RW最大4倍速、
DVD-ROM最大8倍速、CD-R/ROM最大
24倍速、CD-RW最大12倍速＊20

〈バッファーアンダーラン防止機能搭載〉

インテルR CeleronRプロセッサー
2.20 GHz

約120GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約95GB）＊12 ＊13

高画質約26時間／標準約51時間／
長時間約139.5時間

別売PCVA-UFD2（USB経由外付け、3.5型） 付属PCVA-UFD2相当品（USB経由外付け、3.5型）別売PCVA-UFD2（USB経由外付け、3.5型）

●ディスプレイ出力（DVIタイプ）×1＊22 ●USB2.0×6（High-speed/Full-speed/Low-speed対応）●オーディオ
入力（ライン入力：ステレオ、ミニジャック×1、マイク入力：モノラル、ミニジャック×1）●ヘッドホン出力（ステレオ、
ミニジャック×1）●i.LINK S400（6ピン）×1 ●ネットワーク（LAN）コネクター（100BASE-TX/10BASE-T×1）
●モデム用モジュラージャック（LINE×1、TELEPHONE×1）

●ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）×1＊22 ●USB2.0×2（High-speed/Full-speed/Low-speed対
応）●オーディオ入力（ライン入力：ステレオ、ミニジャック×1、マイク入力：モノラル、ミニジャック×1）●ヘッド
ホン出力（ステレオ、ミニジャック×1）●i.LINK S400（6ピン）×1 ●ネットワーク（LAN）コネクター（100BASE-
TX/10BASE-T×1）●モデム用モジュラージャック（LINE×1、TELEPHONE×1）

●USB2.0×4（High-speed/Full-speed/
Low-speed対応）●オーディオ入力（ライン
入力：ステレオ、ミニジャック×1、マイク入力：
モノラル、ミニジャック×1）●ヘッドホン出力
（ステレオ、ミニジャック×1）●ネットワーク
（LAN）コネクター（100BASE-TX/10BASE-
T×1）●モデム用モジュラージャック（LINE×
1）●i.LINK S400（4ピン）×1

●ビデオ入力（ビデオ×1、Sビデオ×1）●オーディオ入力（ステレオ、ピンジャック×1）●TVアンテナ入力（75Ω、F型コネクター×1） ー
●ビデオ入力（ビデオ×1、Sビデオ×1）

●オーディオ入力（ステレオ、ピンジャック×1）
●TVアンテナ入力（75Ω、F型コネクター×１）

●i.LINK S400（4ピン）×1 
●USB2.0×2（High-speed/Full-speed/Low-speed対応）

●光デジタルオーディオ出力（防塵シャッター付き角型光ジャック）×1＊23

●i.LINK S400（4ピン）×1 
●USB2.0×1（High-speed/Full-speed/Low-speed対応）

●光デジタルオーディオ出力（防塵シャッター付き角型光ジャック）×1＊23
ー

メモリースティックスロット（メモリースティックPRO対応）×1＊24 ＊25メモリースティックスロット
（メモリースティックPRO対応）×1＊25

TypeⅡ×1、CardBus対応TypeⅡ×1、CardBus対応

Giga Pocket Engine（別掲） ーGiga Pocket Engine（別掲）

PCI×2（0）＊27 PCI×2（1）＊27ー

ーー

AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ
（Direct Sound 3D）対応

付属ディスプレイに内蔵、最大出力3W+3W（JEITA） アクティブスピーカー（前面ヘッドホン端子装備）、
防磁型（JEITA）、最大出力1.5W+1.5W（JEITA）3W＋3W（JEITA）

最大56kbps（V.90）＊29／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）最大56kbps（V.90）＊29／最大33.6kbps
（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）

ショートカットキー付きキーボード（USB）、スクロール機能付き光学マウス（USB）、
電源ケーブル、電話線、取扱説明書、バイオ用マルチリモコン RM-GP5、リモコン用受光ユニット（USB 2m）、

テレビアンテナ接続ケーブル（3.6m）×1、Office Personal 2003プレインストールパッケージ

ショートカットキー付きキーボード（PS/2）、スクロール機能付きホイールマ
ウス（PS/2）、ステレオスピーカー、電源ケーブル、電話線、取扱説明書、
バイオ用マルチリモコン RM-GP5、リモコン用受光ユニット（USB 2m）、
テレビアンテナ接続ケーブル（3.6m）×1、Office Personal 2003プレイ
ンストールパッケージ

ショートカットキー付きキーボード
（PS/2）、スクロール機能付きホイー
ルマウス（PS/2）、ステレオスピーカー
電源ケーブル、電話線、取扱説明
書、Office Personal 2003プレイン
ストールパッケージ

ワイヤレスショートカットキー付きキーボード（無
線方式）＊30、ワイヤレス スクロール機能付き
光学マウス（無線方式）＊30、電源ケーブル、電
話線、取扱説明書、バイオ用マルチリモコン
RM-GP5、テレビアンテナ接続ケーブル
（3.6m）×1、Office Personal 2003プレイン
ストールパッケージ（PCV-V10B/W・V10B/B
のみ)

AC100V±10％／50～60HzAC100V±10%／50～60Hz

約66W（最大約247W）／
スタンバイ時約2.0W

Q区分 0.0003409

約幅108×高さ321×奥行408mm（本体、突起部含まず）◎本体直立時：約幅380mm×高さ342mmＸ奥行200mm
◎本体最大傾斜時：約幅380mm×高さ327mm×奥行200mm

約7.5kg（スタンド込み） 約7.7kg（スタンド込み） 約7.5kg（スタンド込み）

Q区分 0.000288475 Q区分 0.000259628 Q区分 0.000228273

約7.8kg（本体）／約0.7kg（キーボード）＊32

＊1：533MHzのシステムバスを採用したPentium 4 2.40GHzの呼称です。＊2：HTテクノロジーは従来のドライバやソフトウェア
が動作しない場合があります。各ソフトウェアメーカー、周辺機器メーカーにお問い合わせください。＊3：800MHzのシステムバス
を採用したHTテクノロジー Pentium 4 2.80GHz/2.60GHzの呼称です。＊4：最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッ
シュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。＊5：標準実装されている256MBメモリーモジュールを取り外し、
512MBメモリーモジュール（PCVA-MM512E）を2枚増設した場合です。＊6：同じ転送速度と容量のメモリーを2枚1組で増設する
ことで、デュアルチャンネル転送でのメモリーの高容量化が可能になります。容量および転送速度の異なるメモリーの混在は動作
保証外となります。増設時は以下を行なってください。〈PCV-RZ73P・RZ63〉PCVA-MM256FまたはPCVA-MM512Fを2枚1組で増
設。〈PCV-RZ53〉デュアルチャンネルDDR333転送の場合はPCVA-MM256EまたはPCVA-MM512Eを2枚1組で増設。デュアル
チャンネルDDR400転送にする場合は、標準で装着されているメモリーを取り外し、PCVA-MM256FまたはPCVA-MM512Fを2枚1
組で装着。〈PCV-HS83〉標準で装着されているメモリーを2枚とも取り外し、PCVA-MM512Fを2枚装着することによって、容量1GB
のデュアルチャンネルDDR400転送とすることができます。〈PCV-HS73〉PCVA-MM256Eを1枚増設するか、標準で装着されている
メモリーを取り外し、PCVA-MM512Eを2枚装着することによってデュアルチャンネルDDR333転送とすることができます。また、標
準で装着されているメモリーを取り外し、PCVA-MM512Fを2枚装着することによって、容量1GBのデュアルチャンネルDDR400転
送とすることができます。＊7：シングルチャンネル（2枚1組でない）転送は動作保証外となります。＊8：標準実装されている256MB
メモリーモジュール2枚を取り外し、512MBメモリーモジュール（PCVA-MM512EまたはPCVA-MM512F）を4枚増設した場合です。
＊9：標準実装されている256MBメモリーモジュールを取り外し、512MBメモリーモジュール（PCVA-MM512D）を2枚増設した場合
です。＊10：本機にDDR333のメモリを使用した場合、メモリーバスは320MHzとして動作します。＊11：本体から出力可能な表示
モードです。付属ディスプレイにより表示できない場合があります。＊12：本機は、ハードディスクドライブ内にリカバリー（工場出荷
時の状態に戻す）に必要なデータを保持します。このリカバリー用の領域として約5GBを消費します。＊13：1GB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バイトで計算しています。Windows起動時に認識できる
容量は、PCV-V10シリーズは約68GB（Cドライブ:約13GB、Dドライブ:約55GB）、PCV-W701Bでは約143GB（Cドライブ:約18GB、
Dドライブ:約125GB）、PCV-W501Bでは約106GB（Cドライブ:約18GB、Dドライブ:約88GB）、PCV-RZ73Pでは約227GB（Cドラ
イブ:約18GB、Dドライブ:約209GB）、PCV-RZ63では約180GB（Cドライブ:約18GB、Dドライブ:約162GB）、PCV-RZ53では約
143GB（Cドライブ:約18GB、Dドライブ:約125GB）、PCV-HS83BC7では約180GB（Cドライブ:約18GB、Dドライブ:約162GB）、

PCV-HS73BC7・HS73BC5では約143GB（Cドライブ:約18GB、Dドライブ:約125GB）、PCV-HS23BL7・HS23BL5では約106GB
（Cドライブ:約18GB、Dドライブ:約88GB）、PCV-HS13BL5では約69GB（Cドライブ:約18GB、Dドライブ:約51GB）となります。
ファイルシステムはNTFSです。＊14：記録可能なMPEG映像の時間は、映像の内容によって多少前後することがあります。
＊15：本機のドライブは8cmディスクには対応しておりません（バイオV・バイオWは読み出しのみ対応）。＊16：DVD-Rは、「DVD-
R for General Ver.2.0」に準拠したディスクの書き込みに対応しています。また最大4倍速の書き込みは「DVD-R for General
Version 2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ可能です。従来ディスクの場合は最大2倍速となります。
＊17：DVD-RWは、「DVD-RW Ver.1.1」に準拠したディスクの書き込みに対応しています。また最大2倍速の書き込みは「DVD-
RW Version 1.1/2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0 対応ディスク」でのみ可能です。従来ディスクの場合は最大等倍速となります。
＊18：最大4倍速での書き込みは4倍速書き込みに対応したDVD+Rディスクでのみ可能です。従来のディスクは最大2.4倍となり
ます。＊19：CD-RW8倍速以上の書き込みは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。＊20：使用するディスクに
よっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。＊21：720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットは
できません。＊22：本機のディスプレイ端子は、付属の専用ディスプレイで動作を確認しています。また、別売りのソニー製ディス
プレイでの動作確認状況は、ソニー・コンピューターディスプレイホームページ（http://www.sony.co.jp/Display/）をご覧ください。また
マルチモニター機能はありません。＊23：本機は一般のCDプレーヤー・MDデッキと同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシ
ステム）に準拠した信号を出力します。＊24：パラレルインターフェースを利用したデータ転送には対応しておりません。＊25：マ
ジックゲート機能には対応しておりません。＊26：ボード長19cmまでのPCIボードが装備可能です。＊27：ボード長17.4cmまでの
PCIボードが装備可能です。＊28：一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。＊29：56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。＊30：
稼働範囲は本体から約80cm以内。ただし設置環境や使用条件によって異なる場合があります。＊31：省エネルギー法（エネル
ギーの使用と合理化に関する法律）による表記をしています。｢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。＊32：キーボードの重量は電池の重さを含みません。
＊33：CATVの受信サービス（放送）の行われている地域でのみ受信可能です。CATVを受信するときには、使用する機器ごとに
CATV会社の受信契約が必要です。さらに、スクランブルがかかった放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しく
は、その地域のCATV会社にお問い合わせください。＊34：BS・CSなどの衛星放送は本機の内蔵チューナーでは受信できません。

Giga Pocket Engine DX
（バイオRZ）

Giga Pocket Engine
（バイオHS：PCV-HS83・

HS73シリーズ）

Giga Pocket Engine
（バイオV、バイオW、バイオHS：

PCV-HS23シリーズ）

ビデオキャプチャー機能（ビデオ入力→リアルタイム変換機能）

TVチューナー（VHF1～12ch、UHF13～62ch、
CATV C13～C63ch＊33、ステレオ2カ国語）＊34

録画モード（選択可能）：高画質モード（MPEG2 8Mbps 720×480
30fps）約 17分 /1GB、標準モード（ MPEG2 4Mbps 720× 480
30fps）約34分/1GB、長時間モード（MPEG1 1.41Mbps 352×240
30fps）約94分/1GB

－○
（PCV-RZ73P・RZ63のみ）

○

○

○

○

○

○

3次元Y/C分離回路

ゴーストリダクション機能

ノイズリダクション

○ －
ビデオ／オーディオ出力端子
（ビデオ・Sビデオ共用特殊端子
×1／ステレオ、ミニジャック×1）

DV←→アナログ変換機能

共通仕様

17型

アクティブマトリックス方式（a-Si TFT）

約1677万色約1677万色

AC100-240VAC・50/60Hz（電源内蔵）

15型19型

SXGA 1280×1024：337.9mm（H）×270.3mm（V） XGA 1024×768：304.1mm（H）×228.1mm（V）SXGA 1280×1024：
336.3mm（H）×301.1mm（V）

○

○

PCVD-17SM1/KPCVD-17SA1/K PCVD-15XM1/K PCVD-15XA1/KSDM-HS93（V）

最大出力3.0W＋3.0W（JEITA）

－

○（ダブルヒンジ） ○（シングルヒンジ）○（シングルヒンジ）

約6.0kg（ACアダプター含まず）約5.2kg（ACアダプター含まず） 約5.0kg（ACアダプター含まず）約3.3kg（ACアダプター含まず）

約幅462×高395×奥行198mm約幅405×高388×奥行153mm 約幅368×高346×奥行143mm約幅436×高364×奥行172mm

通常時：約37W、
アクティブオフ時：4W以下

通常時：約29W、
アクティブオフ時：2W以下

通常時：約26W、
アクティブオフ時：4W以下

通常時：約18W、
アクティブオフ時：1W以下

水平左右140度、垂直上下140度

約1619万色

PCV-HS83BC7・HS73BC7付属PCV-RZ63L7・RZ53L7・HS23BL7付属 PCV-HS73BC5付属 PCV-HS23BL5・HS13BL5付属PCV-RZ73PL9付属

インテルR PentiumR 4 プロセッサー
2.40B GHz＊1

1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊4／
8KB・データキャッシュ／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）

400MHz533MHz

SiS651チップセット

256MB／最大1GB＊5（DDR SDRAM、DDR333対応）

DIMMスロット（DDR SDRAM、184ピン）×2（1）

SiS651チップセットに内蔵

32MB（メインメモリー共有）

17.5型（1280×768）TFTカラー液晶、最大傾斜角度25度（垂直からの可動範囲）

ー

ー

約1677万色（1280×768、1024×768、800×600）

約160GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉
（Cドライブ約20GB／Dドライブ約135GB）＊12 ＊13

高画質約36.5時間／標準約72.5時間／
長時間約198.5時間

●DVD-RWドライブ＊15

書き込み：DVD-R最大等倍速＊16、DVD-RW最大等倍速＊17、CD-R最大16倍速、
CD-RW最大8倍速＊19

読み出し：DVD-R最大4倍速、DVD-RW最大4倍速、DVD-ROM最大8倍速、
CD-R/ROM最大24倍速、CD-RW最大12倍速＊20

〈バッファーアンダーラン防止機能搭載〉

別売PCVA-UFD2（USB経由外付け、3.5型）

●USB2.0×4（High-speed/Full-speed/Low-speed対応、うち一つはマウス専用）
●オーディオ入力（ライン入力：ステレオ、ミニジャック×1、マイク入力：モノラル、ミニジャッ
ク×1）●ヘッドホン出力（ステレオ、ミニジャック×1）●ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T×1）●光デジタルオーディオ出力（角型光ジャック）×1＊23

●モデム用モジュラージャック（LINE×1）●i.LINK S400（4ピン）×1

●ビデオ入力（ビデオ×1、Sビデオ×1）
●オーディオ入力（ステレオ、ピンジャック×1）
●TVアンテナ入力（75Ω、F型コネクター×１）

ー

メモリースティックスロット（メモリースティックPRO対応）×1＊24＊25

TypeⅡ×1、CardBus対応

Giga Pocket Engine（別掲）

ー

ー

AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ（Direct Sound 3D）対応

3W＋3W（JEITA）、SRS WOWオーディオプロセッサー搭載

最大56kbps（V.90）＊29／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）

スクロール機能付き光学マウス（USB）、電源ケーブル、電話線、取扱説明書、
バイオ用マルチリモコン RM-GP5、テレビアンテナ接続ケーブル（3.6m）×1、

Office Personal 2003プレインストールパッケージ

AC100V±10%／50～60Hz

約85W（最大約270W）／スタンバイ時約3W

Q区分 0.000469

◎本体直立・キーボード収納時：約幅518mm×高さ329mm×奥行188mm
◎本体最大傾斜・キーボード使用時：約幅518mm×高さ308mm×奥行388mm

約13.5kg（本体）

Q区分 0.000511

－

－

－

－

表
示
機
能

外
部
接
続
端
子

－－

－－

－－

－

●DVD±RWドライブ（DVD+R/+RW・DVD-R/-RW）
書き込み：DVD+R最大4倍速＊18、DVD+RW最大2.4倍速、

DVD-R最大4倍速＊16、DVD-RW最大2倍速＊17、
CD-R最大16倍速、CD-RW最大10倍速＊19

読み出し：DVD+R・DVD-R最大4倍速、DVD+RW最大2.4倍速、
DVD-RW最大2倍速、DVD-ROM最大8倍速、
CD-R/RW/ROM最大32倍速＊20

〈バッファーアンダーラン防止機能搭載〉

水平左右120度、垂直上45度、下55度水平左右170度、垂直上下170度

1/5.5型プログレッシブスキャン方式 CMOSセンサー、
総画素数：約37万画素、有効画素数：約34万画素、
実効画素数：約31万画素、解像度：VGA 640×480

約7.1kg

約幅480×高さ440×奥行260mm

通常時：約50W、
アクティブオフ時：1W以下

－

－

－

－

●DVD±RWドライブ（DVD+R/+RW・DVD-R/-RW）
書き込み：DVD+R最大4倍速＊18、DVD+RW最大2.4倍速、DVD-R最大4倍速＊16、

DVD-RW最大2倍速＊17、CD-R最大16倍速、CD-RW最大10倍速＊19

読み出し：DVD+R・DVD-R最大4倍速、DVD+RW最大2.4倍速、DVD-RW最大2倍速、
DVD-ROM最大8倍速、CD-R/RW/ROM最大32倍速＊20

〈バッファーアンダーラン防止機能搭載〉
●DVD-ROMドライブ

DVD+R/+RW・DVD-R/-RW最大6倍速、DVD-ROM最大16倍速、CD-RW最大40倍速、
CD-R/ROM最大40倍速＊20

（3次元）
AC100V・50/60Hz（ACアダプター付属）

2ポート（USB1.1、PCV-HS83・HS73シリーズ
付属キーボード／マウス専用）

〈クリアブラック液晶〉 〈クリアブラック液晶〉 〈クリアブラック液晶〉 〈クリアブラック液晶〉



3130 ※画面はハメコミ合成です。

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

ためた映像・音楽を家じゅうで、家の外で楽しむ

VAIO Media

バイオの楽しみがテレビとつながる

「ルームリンク」

テレビ番組を録画・再生・管理

Giga Pocket（最大録画時間：長時間モード）

ハードウェア処理で安定・高画質録画

Giga Pocket Engine

テレビをより高画質に録画

録画映像や編集作品をDVDに記録

Click to DVD

臨場感あふれる音声でDVD鑑賞

5.1chサラウンド環境

音楽コレクション・オリジナルCD作成／高速MD転送＊1

SonicStage

テープなどのアナログ音声から高音質CD作成

SonicStage Mastering Studio/オーディオ入力端子

静止画を活用・管理

PictureGear Studio

より本格的な写真・静止画加工

AdobeR PhotoshopR Elements 2.0

デジタルビデオ編集

DVgate Plus

多彩な機能で高度な動画編集

AdobeR PremiereR

アナログビデオをDVDに記録

AV入力端子

動画編集をさらに本格的に楽しむ

詳しくはs P8

AV機器のようにバイオを操作

リモコン

ワープロ・表計算
MicrosoftR Office Personal Edition 2003

プロセッサー

メモリー（標準／最大）

ハードディスクドライブ

ドライブ

メモリーカードスロット

フロッピーディスクドライブ

付属ディスプレイ

テレビ

DVD

詳しくはs P5

詳しくはs P4

バイオRZ s P16バイオV s P12

その他

ハードウェア

音楽

詳しくはs P6

静止画

ネットワーク

詳しくはs P7

詳しくはs P18
ーー

（AdobeR PremiereR 6 LE
優待提供あり）

ーー
（AdobeR PremiereR 6 LE
優待提供あり）

VAIO Media

テレビ録画（198.5時間）

AV IN AV OUT

Giga Pocket Engine DX

DVD作成

音楽コレクション

静止画活用・管理

写真合成・修正

デジタルビデオ編集

17型 17型 15型 15型 

512MB/2GB

約160GB

DVD±RW

PCV-RZ53シリーズ
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

PCV-HS83BC7
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

●光デジタル音声出力
●ドルビーバーチャルスピー
カー/ドルビーヘッドホン

VAIO Media

テレビ録画（257.5時間）

AV IN AV OUT

Giga Pocket Engine DX

DVD作成

音楽コレクション

静止画活用・管理

写真合成・修正

デジタルビデオ編集

AdobeR PremiereR 6 LE
（Premiere Pro特別提供あり）

AdobeR PremiereR 6 LE
（Premiere Pro特別提供あり）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー
（別売のルームリンクを

接続可能）

ーー

ーー ーー ーー ーー ーーーー ーーーー

ーー ーー ーー ーー

ーー

17型 

17型クリアブラック液晶・
ディスプレイなしから選択可能

17型クリアブラック液晶・
ディスプレイなしから選択可能

512MB/2GB

約200GB

PCV-RZ63シリーズ
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

●光デジタル音声出力
●ドルビーバーチャルスピー
カー/ドルビーヘッドホン

VAIO Media

テレビ録画（331時間）

AV IN AV OUT

Giga Pocket Engine DX

DVD作成DVD作成DVD作成 DVD作成 DVD作成

音楽コレクション

● DV←→アナログ変換＊4

静止画活用・管理

写真合成・修正

デジタルビデオ編集

AdobeR PremiereR 6.5
（Premiere Pro特別提供あり）

アナログビデオもDVDにアナログビデオもDVDにアナログビデオもDVDに アナログビデオもDVDに アナログビデオもDVDに アナログビデオもDVDに アナログビデオもDVDに アナログビデオもDVDに アナログビデオもDVDに アナログビデオもDVDに

19型 

インテルR CeleronR

プロセッサー 2.30 GHz
インテルR CeleronR

プロセッサー 2.30 GHz

HTテクノロジーインテルR

PentiumR 4プロセッサー
2.60C GHz

HTテクノロジーインテルR

PentiumR 4プロセッサー
3.20 GHz

HTテクノロジーインテルR

PentiumR 4プロセッサー
3 GHz

HTテクノロジーインテルR

PentiumR 4プロセッサー
2.80C GHz

HTテクノロジーインテルR

PentiumR 4プロセッサー
2.60C GHz

1GB/2GB

約250GB

DVD±RW/DVD-ROM
ツインドライブ搭載

DVD±RW/DVD-ROM
ツインドライブ搭載

PCV-RZ73Pシリーズ
MicrosoftR WindowsR XP Professional

メモリースティック／
コンパクトフラッシュ／スマートメディア

メモリースティック／
コンパクトフラッシュ／スマートメディア

メモリースティック／
コンパクトフラッシュ／スマートメディア

● 光デジタル音声出力
●ドルビーバーチャルスピー
カー/ドルビーヘッドホン

VAIO Media

テレビ録画（257.5時間）

AV IN

Giga Pocket Engine

AV IN

Giga Pocket Engine

AV IN

Giga Pocket Engine

AV IN

Giga Pocket Engine

AV IN

Giga Pocket Engine

DVD作成

音楽コレクション

静止画活用・管理

写真合成・修正

デジタルビデオ編集

512MB/1GB

約200GB

DVD±RW

メモリースティック

●光デジタル音声出力

17型 17型 

カメラ内蔵17型
クリアブラック液晶

VAIO Media

テレビ録画（198.5時間）

AV IN

Giga Pocket Engine

DVD作成 DVD作成 DVD作成

音楽コレクション

静止画活用・管理

写真合成・修正

デジタルビデオ編集

15型 

カメラ内蔵17型/15型
クリアブラック液晶

256MB/1GB

約160GB

DVD±RW

PCV-HS73シリーズ
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

メモリースティック

●光デジタル音声出力

VAIO Media

テレビ録画（139.5時間）

AV IN

Giga Pocket Engine

音楽コレクション 音楽コレクション

静止画活用・管理 静止画活用・管理

デジタルビデオ編集 デジタルビデオ編集

256MB/1GB 256MB/1GB

約120GB 約80GB

DVD±RW DVD±RW

PCV-HS23シリーズ
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

PCV-HS13BL5
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

メモリースティック メモリースティック

●光デジタル音声出力 ●光デジタル音声出力

● DNR ● DNR 

ーー

ーー ーー ーー ーー

ーー

● DNR ● DNR 
● 3次元Y/C分離
● 3次元DNR
●ゴーストリダクション

● 3次元Y/C分離
● 3次元DNR
●ゴーストリダクション

● 3次元Y/C分離
● 3次元DNR
●ゴーストリダクション

● 3次元Y/C分離
● DNR
●ゴーストリダクション

● 3次元Y/C分離
● DNR
●ゴーストリダクション

● DNR ーー

ーー

17型/15型
クリアブラック液晶 15型クリアブラック液晶

VAIO Media

テレビ録画（198.5時間）テレビ録画（139.5時間）テレビ録画（88時間） テレビ録画（88時間）

音楽コレクション音楽コレクション 音楽コレクション 音楽コレクション

静止画活用・管理静止画活用・管理 静止画活用・管理 静止画活用・管理

デジタルビデオ編集デジタルビデオ編集 デジタルビデオ編集 デジタルビデオ編集

256MB/1GB256MB/1GB 256MB/1GB 256MB/1GB

約160GB約80GB 約80GB 約120GB

DVD-RWDVD-RW DVD-RW DVD-RW

PCV-Ｗ701B
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

PCV-Ｗ501B
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

メモリースティックメモリースティック メモリースティック メモリースティック

フロッピーディスクドライブ内蔵 フロッピーディスクドライブ内蔵 フロッピーディスクドライブ内蔵 フロッピーディスクドライブ付属 フロッピーディスクドライブ付属

17.5型 

17.5型ワイド液晶

17.5型 

17.5型ワイド液晶

15型 15型 15型 

15型クリアブラック液晶 15型クリアブラック液晶
19型液晶・

ディスプレイなしから選択可能

インテルR CeleronR

プロセッサー 2.20 GHz

別売りの
PCVA-UFD2を
接続可能

別売りの
PCVA-UFD2を
接続可能

別売りの
PCVA-UFD2を
接続可能

別売りの
PCVA-UFD2を
接続可能

別売りの
PCVA-UFD2を
接続可能

別売りの
PCVA-UFD2を
接続可能

インテルR CeleronR

プロセッサー 2.20 GHz
インテルR PentiumR 4 
プロセッサー2.40B GHz

インテルR CeleronR

プロセッサー 2.20 GHz

●光デジタル音声出力
● SRS WOW
バーチャルサラウンド

●光デジタル音声出力
● SRS WOW
バーチャルサラウンド

ーー ーー

ーー

ーー

バイオHS s P20バイオWs P14

＊1：Net MD対応レコーダーが必要。＊2：別売のUA-5（P6参照）を使用すれば、さらに高音質でアナログ音声を録音できます。＊3：AdobeR PremiereR Proの特別提供について詳しくはP18を、AdobeR PremiereR 6 LEの優待提供について詳しくはP27をご覧ください。
＊4：アナログ映像をDV（AVI）形式で取り込む機能（詳しくはP19参照）。他のAV端子搭載モデルは、アナログ映像をMPEG形式でのみ取り込むことができます。＊5：外出先からアクセスするサーバーとしては使用できません。

■ バイオデスクトップシリーズ 機能・楽しみ比較表

VAIO Media VAIO Media VAIO Media VAIO Media

動 画

■ バイオのハードウェア・ソフトウェアに関するご注意

●DVD+R/+RW・DVD-R/-RWには、DVDビデオ形式での記録が可能です。ビデオレコーディング規格での記録には対応していません。●データ形式で

の追記は、付属の「Drag'n Drop CD＋DVD」により、DVD+R/+RW・DVD-R/-RWに対して可能です。DVDビデオ形式での追記はできません。なお、追

記にて記録したデータは、他のパソコンのDVDドライブでは読み出せない場合があります。●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。●DVDビデオフォーマットで記録されたDVD-R/-RW・DVD+R/+RWは、一部のDVDプレーヤーおよび一部のDVD

ビデオ再生機能を持ったバイオで再生させることができます。現在、2000年以降に発売のソニー製DVDプレイヤー（ただしDVP-F5/FX1はDVD-Rのみ）、

およびプレイステーション2＊（SCPH-50000）での再生を確認しております。ただし、これはDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。メディ

アへの記録状態や、再生プレーヤー側のピックアップの状態等で再生できない場合があります。DVD再生機器での最新の動作確認状況はVAIOホーム

ページ［サポート］内の機種別ページ上でご案内いたします。＊その他のプレイステーション2については、ハードウェアの型番がSCPH-18000～SCPH-

39000のモデルで、DVD-Rの再生を確認しています。※“プレイステーション2”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。

DVD-R/-RW・DVD+R/+RWについてのご注意

「Giga Pocket」についてのご注意

●著作権保護のための信号が記録されている市販映像はハードディスクへ録画することはできません。●「Click to DVD Ver.1.3」および「DVgate Plus

Ver.1.1」、「VAIO Edit Components Ver.3.0」は、現在、ソニーが2003年8月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器、DVCAM

機器（「DVgate Plus」はDSR-PD150のみ）およびMICROMV機器各モデル（VAIO Edit Componentsを除く）でのみ接続動作を確認しています。（ツーリス

トモデルおよびDCR-VX1000・VX700は除く）●「DVgate Plus」で動画映像ファイルをDVテープ上へつなぎ録画する際は、開始点の精度は各DVおよ

びDVCAM機器に依存し、若干の誤差が生じます。●動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取

扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマットまたはデフラグを必ず行ってください。

デジタルビデオ編集についてのご注意

●受信電波が弱い場合には、映像を正常に受信できない場合があります。●ハードディスクに負荷を与えるような大きなファイルを扱う操作を行った場合は、

コマ落ちや音飛びが発生したり、録画が途切れる場合があります。●著作権保護の信号が記録されているソフトおよび放送、または「一回だけ録画可能」

な番組の録画はできません。

「SonicStage」をご使用上のご注意

●音楽配信（EMD）サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理さ

れます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動/複写して再生することはできません。なお、インターネット経由の認証を利用した一括バックア

ップ/復元は可能です。「OpenMG」に関して詳しくは、OpenMGホームページ（http://www.openmg.com/jp/）をご覧ください。●「SonicStage」で作成

される音楽CD・MP3 CDは、すべてのCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生側の対応状況やピックアッ

プの状態等で正しく再生できない場合があります。●通常の音楽ファイルは、Net MD対応レコーダーなどの「OpenMG」対応外部機器/メディアへ最

大3回まで転送（チェックアウト）できます。また、転送した音楽ファイルはチェックアウトを行ったバイオにのみ戻す（チェックイン）ことができ、転送できる

回数が復元します。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3回」が当てはまらない場合があります。※ は、アリス社の商標で

す。※Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C.※OpenMGおよび

111111 はソニー株式会社の商標です。

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。本製品での再生・録音にあたりましては、各ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

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

の一部機能がご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。

各種サービスについてのご注意

CD再生/録音・DVD再生についてのご注意

著作権についてのご注意

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もし

あなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を

負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

「VAIO Media」についてのご注意

●インターネットなど、家庭外のネットワークに接続した状態で他の機器からのアクセスを認める設定をした場合、ご使用の接続の構成によっては、お客

様が望んでいない第三者による不正アクセスにより、データ改変などの損害を被る可能性がありますので、次のいずれかを行っていただくことが必要で

す。・ルーターを使用し適切な設定を行って接続する・事前にアクセスを許可する機器の登録を行う。●他人の著作物を許可なく特定多数または不特

定多数が利用できる家庭外ネットワークに送信すること、また他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数からアクセスできる状態におくことは、

著作権法上禁止されていますのでご注意ください。●「外から楽しむ」機能をご使用になるには、以下のいずれかの有料サービスに加入する必要があり

ます。（1）インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）各社が提供するダイナミックDNSサービス（2）ISP各社が提供する固定IPアドレスサービス（3）

MEETサービス「外からVAIO Media」コース。動作確認済みのダイナミックDNSサービスについて詳しくは、VAIOホームページ内[サポート]をご覧く

ださい。（http://vcl.vaio.sony.co.jp/vsp/002.html）●「外から楽しむ」機能は、UPnP対応ルーターを利用したADSLなどのブロードバンド環境での利

用を推奨します。なお接続機器や通信方式など、通信者双方が使用しているネットワーク環境によっては、画質や音質が低下したり通信が行えない場

合があります。

「MEETサービス｣についてのご注意

「MEETサービス」は2004年3月までサービス試用期間として無料でご利用いただけますが、以降は有料化を予定しています。サービス内容・料金などに関

する詳細情報・最新情報は、「MEETサービス」ホームページをご覧ください。（http://www.meet.gs/）

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意

ご使用になっていたバイオの廃棄などを行なう際には、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奨めします。完全に消去するためには、

専用ソフトウェアまたはサービス（共に有償）をご利用になるか、ハードディスクを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、データを読めない状態に

する必要があります。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。

光学式マウスについてのご注意

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ご使用ください。
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■ バイオをもっと楽しむために。カタログラインアップ。（2003年11月現在）

「バイオ」ノートブック
シリーズ総合カタログ

パーソナルコンピューター
［バイオV］カタログ

「バイオ」
関連製品カタログ

バイオクリエイティブ
ソリューションブック

バイオサポート・
サービスブック

PCV-V10/W
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

PCV-V10Bシリーズ
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

●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エア資源の関係で音がと

ぎれたり、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。●バイオRZが備えるビデオ出力

端子からの映像は、一般のDVDビデオプレーヤーの出力映像とは画質の傾向に違いがある場合があります。なお、DVDビデオディスクによっては連続出画

が行えず、瞬間的な画像の乱れを生じる場合があります。●本機はビデオレコーディング規格で記録されたDVD-RWディスクの再生に対応しています。た

だし、CPRM方式で著作権保護されたDVD-RWディスクの再生はできません。

DVDビデオ再生についてのご注意



商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「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。安全に関するご注意

安全にご使用いただくためのご注意 ●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。●

本製品は国内専用です。 商品使用上のご注意 ●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、ご注意ください。●掲載商品は同
梱しているオペレーティングシステム以外での動作は保証できません。●市販されている周辺機器及びソフ
トウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認
ください。 カタログ上のご注意 ●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。
●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承
ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかに
は地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●本カタログに
記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表記を

しています。●仕様内のJEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です。●“PlayStation”は、
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。●MEMORY STICK、メモリースティックはソニ
ー株式会社の商標です。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINK、 は商標です。●Intel Inside
ロゴ、Pentium、およびCeleronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは
米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●その他本カタログに記載
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™、®

マークは明記していません。 商品購入時のご注意 ●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご
購入されましたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入日から1年間有効な製品保証書を
お送りしますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。なお、VAIOカスタマー登録をされない場
合の製品保証は3か月間です。●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。●本製品は個人用・家庭用です。

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。a

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、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。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ご注意

ソニーがおすすめするMicrosoftRWindowsRXP

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

お買い求めは信用ある当店へ

2003.11
カタログ記載内容2003年11月現在

〒141-0001  東京都品川区北品川6-7-35
〒108-0074  東京都港区高輪4-10-18

CVTP-4   Printed in Japan.（84995590）R

ショールーム 東　京／銀座数寄屋橋ソニービル
大　阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やソリューションをご体験ください。
なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

※バイオ各モデルの最新・詳細情報についてはVAIOホームページ内のカタログもご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

※このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または
VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

VAIOカタログセンター

03-5454-0700
●受付時間　月～金 10:00～20:00  土・日・祝日休
＊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。

VAIOホームページ

左：本体直立・キーボード収納時 
右：本体最大傾斜・キーボード使用時 単位：mm

単位：mm 単位：mm

単位：mm

単位：mm
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左：本体直立 
右：本体最大傾斜 単位：mm
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VAIOW
□ PCV-W701B
□ PCV-W501B

VAIOV
□ PCV-V10B/W・V10B/B
□ PCV-V10/W

□ PCV-RZ73PL9

□ PCV-RZ63L7
□ PCV-RZ53L7

□ PCV-HS83BC7
□ PCV-HS73BC7

□ PCV-HS23BL7

□ PCV-HS73BC5 □ PCV-HS23BL5
□ PCV-HS13BL5

VAIORZ VAIOHS

●緩衝材に段ボールを使用しています。（バイオ付属ディスプレイSDM-HS93（V）を除く）●
キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。（バイオ全機種本体とバイオ付属ディ
スプレイSDM-HS93（V））●主要部のプリント配線板のはんだ付けに無鉛はんだを使用し

ています。（バイオ付属ディスプレイPCVD-17SM1K・15XM1K）●主要部のプリント配線板にハロゲン系
難燃剤を使用していません。（バイオ付属ディスプレイPCVD-17SM1K・17SA1K・15XM1K・15XA1K）
●待機時消費電力1Wの低水準を実現しています。（バイオ付属ディスプレイSDM-HS93（V））※eco info
は、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。※環境配慮はモデルによって内容が異なります。

「国際エネルギースタープログラム」と
はOA機器の待機時における消費電

力に対する国際的な省エネルギー制度です。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。

「グリーン購入法」は、国等の公共機関が行う環境物品等（環
境負荷低減に資する製品・サービス）の調達と、環境物品等
に関する適切な情報提供を推進する法律です。現行のバ
イオは、グリーン購入法における「判断の基準」（必須項目：エ
ネルギー消費効率）を満たしています。また、「配慮事項」（実
施が望ましいとされる項目）へも積極的に対応しています。

「PCグリーンラベル」はJEITA（（社）
電子情報技術産業協会）が自主

的に制定した、パソコンの環境に対する包括
的取組みを表現するラベルです。カタログに
掲載のバイオはJEITA「PCグリーンラベル」の
審査基準（2003年度版）を満たしています。

本カタログに掲載のバイオ本体およびディスプレイは、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）に基づき、ソニーが
新たな費用のご負担なしで回収・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。

www.vaio.sony.co.jp/recycle


