
ノートブックコンピューター

「バイオ」ノートブックシリーズ
総合カタログ

連れていく、好きなもの。つながる、楽しいこと。

●本カタログに掲載しております価格には消費税、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。
●写真はPCG-Z1/Pです。
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●写真はPCG-U101です。

好きなものを、あつめて連れ出す。

つないで広げる。楽しみがはじまる。

お気に入りの映像や音楽は、バイオノートにコレクション。

好きな場所で楽しんだり、外へ連れ出してみたり。

ネットワークにつなぐと、その楽しみは、もっと広がりはじめます。

ほかのバイオから音楽や写真をとりだして楽しんだり、

バイオにためたテレビ番組を、リビングの大画面テレビで満喫したり。

バイオノートのネットワークから、また新しい楽しみがはじまります。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP2
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●画面はハメコミ合成です。

DVDでクリエーション。進化した高性能。

バイオノートGR

外出先から、ワイヤレスでインターネットにつながる。

モバイルネットワーク

ホームネットワークで映像や音楽を気ままに楽しむ。

ホームネットワーク

音楽を集める。MDに録音して持ち出す。

音　楽

ハンディカムで撮った動画をDVDに記録する。

動 画

デジタルスチルカメラで撮った静止画を活用する。

静 止 画

ホームネットワークの楽しみ　

関連製品

サービス＆サポート

ソフトウェア

機能比較表／楽しみ比較表／主な仕様
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バイオノートからはじまる
楽しみ。

選ぶ楽しさ。
バイオノート・ラインアップ。

5

使うシーンに合わせて機能を入れ替える。

バイオノートNV

音楽や映像と気軽に遊べるオールインワン。

バイオノートFR

モバイルの可能性を広げる高性能。

バイオノート505

映像の楽しみを連れて、遊びに出かける。

バイオC1

小さいのに、できる。小さいから、できる。

バイオU
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何もあきらめなかったモバイル。

バイオノートZ
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バイオノート

GR

バイオノート

Z

バイオノート

NV

バイオノート

505

バイオ

C1

バイオ

U
バイオノート

FR

7つの個性を選ぶ、楽しむ。

バイオノートシリーズ



●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。●写真はPCG-Z1/P（6ページ）、PCG-U101（7ページ）です。●画面はハメコミ合成です。

外出先からワイヤレスでインターネットにつながる。

外出先でのインターネットは、ワイヤレスでスマートに。

カフェや駅などの無線LAN接続サービスを利用すれば、

ワイヤレスでインターネットに接続でき、

メールの送受信やウェブサイトの閲覧が快適に楽しめます。

バイオノートが、遊びのエリアを広げます。

ワイヤレスでインターネット。

ワイヤレスLANを使えば、ワイヤレスでブロード

バンドが楽しめます。ケーブル不要でネットワー

クに接続し、メールやインターネットのほか、ビデ

オメールの送信や、映像のアップロードなども快

適に行えます。

外出先でも、ブロードバンドへの接続が可能。

ワイヤレスLANアクセスポイントが設置されたカ

フェやレストラン、ホテル、空港、駅などの施設で

は、携帯電話やPHSを使用せずに、ワイヤレスLAN

を使ってブロードバンドへの接続が可能＊です。
＊ 場所により別途料金がかかります。また通信規格によりご利用いただけな
い場合がございます。

複数のネットワークにスマートに接続できる
「Smart Network（スマート・ネットワーク）」搭載。

異なる環境のネットワーク接続の設定を登録・

管理することができます。登録済みのネットワー

ク環境に変わった際に検知し、設定を自動で切り

換えてネットワークへ接続。切り換え時に音声で

お知らせしたり、壁紙を変更する設定もできます。

ワイヤレスLAN非搭載のバイオノートでも
無線での接続が可能に。

別売のワイヤレスLAN PCカード（PCWA-C150S・

C700・C500）を使えばワイヤレスLANを搭載し

ていないバイオノートでも、無線でブロードバンド

に接続ができます。

無線でブロードバンドの遊びが広がる、ワイヤレスLAN。

気 に な る ギ ャ ラ リ ー を 、ウ ェ ブ で 検 索 。

来 週 の 行 き 先 は 、こ こ で 決 ま り 。

無線LANアクセスサービスはNTTコミュニケーションズ
が提供する「ホットスポット」や、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「Yahoo! BB モバイ
ル」などがあります。

2.4GHzワイヤレスLAN搭載モデル
［バイオノートZ ］PCG-Z1/P
［バイオノート505 ］PCG-V505R/PB・V505/B
［バイオC1 ］PCG-C1MZX（ワイヤレスLAN PCカード付属）
［バイオU ］PCG-U101

外出先でのワイヤレスLANのイメージ

「Smart Network」の概念図
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「Smart Network」搭載モデル
［バイオノートZ ］PCG-Z1/P
［バイオノート505 ］PCG-V505R/PB・V505/B
［バイオC1 ］PCG-C1MZX
［バイオU ］PCG-U101

ワイヤレスLANを搭載していないバイオノートでも、
無線でブロードバンドに接続が可能。

※詳しくは37ページをご覧ください。

IEEE
802.11b

（2.4GHz帯）
方式

2.4GHzワイヤレスLAN
PCカード
PCWA-C150S
オープン価格

2.4GHz/5GHzワイヤレス
LAN PCカード
PCWA-C700
オープン価格

IEEE
802.11a
（5GHz帯）
方式

IEEE
802.11a
（5GHz帯）
方式

5GHzワイヤレスLAN
PCカード
PCWA-C500
オープン価格

IEEE
802.11b

（2.4GHz帯）
方式

インターネット�



ワイヤレスLANアクセスポイントを設置すれば、

ワイヤレスLAN搭載のバイオノートで、家じゅう

好きな場所からブロードバンド環境で快適にイ

ンターネット接続が可能。さらに、「VAIO Media」

や「ルームリンク」＊によるAVコンテンツのやりと

りも、ワイヤレスですっきりと楽しめます。
＊「ルームリンク」をワイヤレスで使用するには、5GHzワイヤレスLANコン
バーター（別売）が必要です。※2.4GHzワイヤレスLANと5GHzワイヤレスLAN
で相互に通信することはできません。

ワイヤレスLANで、家じゅうをエンターテインメントエリアに。

※ビデオのサーバー（コンテンツの保存元）として使用できるのは、「Giga Pocket」搭載バイオです。※「VAIO Media」搭載バイオは「VAIO Media」のインストーラーを
ハードディスク内に備えており、これをインストールすることで、他のバイオをクライアント（コンテンツの受け手）として使用できます。

バイオにためたテレビ番組や音楽、写真を他のバイオでも楽しめる「VAIO Media（バイオ・メディア）」。

複数台のバイオをワイヤレスLANやイーサネット
などのホームネットワークで接続すれば、バイオに
保存してある大量のテレビ番組＊1や音楽＊2、静止
画を、「VAIO Media」を使って家じゅう好きな場
所から、他のバイオで聴いたり見たりできます。
＊1「Giga Pocket」搭載モデルのみ。＊2 音楽配信サイトで購入した楽曲などの著作権情報の付加されたデータの再生はできません。

バイオの中のテレビ番組や音楽、写真を、テレビやオーディオ機器で楽しめる「ルームリンク」。

ルームリンク（PCNA-MR1）を使えば、バイオに

ためたAVコンテンツをテレビの大画面で楽しめ

ます。テレビに接続されたルームリンクと、バイ

オをネットワークで接続。付属のリモコンの操作

で、バイオで録画したテレビ番組をリビングのテ

レビで大画面で楽しめます。また、ルームリンク

をオーディオ機器につなげば、音楽をより高音質

で楽しむことができます。

バイオにためたテレビ番組や音楽を、家じゅう好きな場所で楽しむ。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●8ページの写真は、PCG-FR33/B（手前）、PCV-RZ71PL7（奥）、ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A500、ワイヤレスLAN PCカードPCWA-C700の組み合わせです。●画面はハメコミ合成です。

ホームネットワークで映像や音楽を気ままに楽しむ。

映像や音楽をためて、家じゅう移動して楽しめるバイオノート。

その楽しみをさらに多彩にする、ホームネットワーク。

他のバイオにためたテレビ番組や音楽、静止画を、

バイオノートや大画面テレビで引き出して再生できます。

バイオの楽しみは、ホームネットワークでつながっています。

と っ て お き の 名 場 面 は 、

ソ フ ァ に 移 っ て 、の ん び り と 。

ワイヤレスでもっと自由になる、ホームネットワーク。

バイオにためたAVコンテンツを、
テレビやオーディオ機器で楽しめる。
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

※詳しくは36～37ページをご覧ください。
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VIDEO
「Giga Pocket」
で録画したテレ
ビ番組を見るこ
とができます。

MUSIC
「SonicStage」
で集めた音楽を
聴くことができ
ます。

PHOTO
「PictureGear
Studio」で登録
した静止画を閲
覧できます。

さらに詳しいホームネットワークの情報は、36～37ページをご覧ください。

テレビ�ルームリンク�
ワイヤレスLAN�
コンバーター�

ワイヤレスLAN�
アクセスポイント�

インターネット�

ワイヤレスLAN PCカードを�
装着したバイオノート�

バイオ�

ワイヤレスでのホームネットワークのイメージ

「VAIO Media」の使用イメージ

他のバイオにため
たAVコンテンツ
を引き出して再生
できます。

「ルームリンク」の使用イメージ

バイオにためたAV
コンテンツを離れ
た場所にあるテレ
ビで再生できます。

※40ページの「VAIO Media」「ルームリンク」についてのご注意および、ワイヤレスLANについてのご注意もあわせてご覧ください。



Net MDウォークマンで音楽をMDにワープさせる。

Net MDウォークマン（MZ-N10）をつないで、最大

約64倍速＊で音楽をMDに転送。MDに録音した音楽

は、Net MDウォークマンごと連れ出して楽しめます。
＊ 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。

アクティブスピーカーで迫力のサウンドを楽しむ。

アクティブスピーカーシステム（PCGA-SP1）をつなげ

ば、迫力ある重低音の再生が可能に。バーチャルサラ

ウンド機能で、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。

迫力の重低音で、
音楽やDVDが楽しめる。
アクティブスピーカーシステム
PCGA-SP1オープン価格

音楽をMDにスピード転送。
そのまま外へ連れ出せる。

Net MDウォークマン
MZ-N10オープン価格

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●写真はPCG-NV55E/B（10ページ）、PCG-FR33/B（11ページ）です。●写真のMDウォークマンMZ-E10・N10、アクティブスピーカーシステムPCGA-SP1は別売です。●画面はハメコミ合成です。

音楽をあつめる。MDに録音して持ち出す。

お気に入りの音楽をバイオノートにあつめておけば、

聴きたい順に再生したり、自分だけの音楽づくりが楽しめます。

外で聴きたい音楽は、MDにスピード転送。

その日の気分で選んだ曲を、MDにすばやく録音して連れ出せます。

バイオノートがあれば、気ままで快適な音楽の楽しみにつながります。

お気に入りの曲をあつめて、MDへの転送やオリジナルCDの作成など、
新しい音楽の楽しみ方を実現する「SonicStage（ソニックステージ）」。

出 か け る 前 に 、

M D に 音 楽 を ワ ー プ さ せ る 。

こ の 曲 で 、新 し い 一 日 が は じ ま る 。

※40ページの「SonicStage」についてのご注意および、CD再生/録音についての
ご注意もあわせてご覧ください。

大量の音楽を分類して、快適に管理・再生。

ハードディスクにあつめた音楽

は、アーティスト別やシーン別

など、お好みのプレイリストで

スマートに管理・再生できます。

オリジナル音楽CDを手軽に作成。

「SonicStage」上の操作で、直接CD-R/RWディスク

に音楽データを書き込むことができます
＊
。お気に入り

の曲をあつめて、オリジナルの音楽CDを作成できます。

MDに録音して、音楽を連れ出す。

「Net MD」
＊1
対応MDレコー

ダーをバイオノートにつなげ

ば、「SonicStage」で管理して

いる音楽をMDに録音できま

す。録音速度も「Net MD」なら、最大約64倍速
＊2

とスピーディー。なお、「バイオノートNV」には着

脱可能な「Net MD ベイ ユニット」を搭載。1台で

MDへの録音もこなせます。

最新の音楽はインターネットからダウンロード。

気になる曲は、インターネッ

ト上の音楽配信サイトから

購入して、「SonicStage」で

管理。お手持ちのC Dも

「SonicStage」でハードディスクに録音できます。

音楽配信サービスサイト
LabelGate（レーベルゲート）
さまざまなレコード会社が配信する
楽曲の検索・購入ができる、音楽配信
ポータルサイト。

http://www.labelgate.com/

＊1「Net MD」は、パソコン上の音楽データをUSB経由でMDに高速転送（チェッ
クアウト）できる転送規格です。著作権保護技術「OpenMG」に対応し、音楽配
信サービスから配信されるNet MD対応の楽曲データをMDに転送することも
可能です。メディアには一般のMDディスクを使用し、転送後は一般のMDプ
レーヤー（ATRAC3形式で転送した場合はMDLP対応プレーヤー）で再生でき
ます。＊2 MZ-N10の場合。機器によって転送速度は異なります。

＊ 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。

Net MDウォークマンやアクティブスピーカーをつないで、音楽をさらに楽しく快適に。
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※詳しくは39ページをご覧ください。



バイオノートにつないで
DVD作成が楽しめる。
コンパクトなDVD-RWドライブ。
i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ
PCGA-DVRW1オープン価格

総画素数107万画素の高画質。
撮影のチャンスを逃さない、
コンパクトボディ＆スタミナ。
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-PC101Kオープン価格

動きのあるメニュー画面で、本格的な仕上がりに。

完成したDVDは、動きのあるメニューを楽しめま

す。サムネイルは動画で表示されるので、一目で内

容がわかります。メニューは背

景とBGMをセットにした、30種

類を用意しています。

バイオノートにつないでDVD作成が楽しめる
別売のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ。

DVD-RWドライブを搭載していないバイオノートで

も、別売のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ

（PCGA-DVRW1）をつなげば、付属の「Click to

DVD」でオリジナルDVDの作成が楽しめます。薄型・

軽量なので、バイオノートと一緒に持ち出せます。

ワンクリックでDVDが作成できる
「Click to DVD おまかせコース」。

バイオノートとハンディカムをつないで、「Click to

DVD おまかせコース」を起動。ワンクリックする

だけで、あとはできあがりを待つだけ。テープの

巻き戻しから、映像の取り込み、DVDへの書き出

しまでバイオノートがすべて自動で行い、テープ

の内容をまるごとDVDに記録します。

ハンディカムで撮った映像をDVDにする。

ハンディカムで撮った映像で、DVDづくり。

バイオノートとハンディカムをつないで、ワンクリックしたら、

あとは、くつろぎながら、できあがるのを待つだけ。

完成したDVDは、DVDプレーヤーで再生できます。

手間のかかるDVDづくりも、バイオノートなら気軽に楽しめます。

手軽な操作で、動画の取り込みからDVDへの書き出しまで行える
「Click to DVD（クリック・トゥ・ディーブイディー）」。
バイオノートGR、i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ（PCGA-DVRW1）に付属。

取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集できる
「MovieShaker（ムービーシェーカー）」。

ハンディカムやデジタルスチ

ルカメラで撮影した動画や

静止画を素材にして、個性

あふれるビデオ作品づくり

を、遊び感覚で楽しめます。ビデオ素材を自動的に

編集して、ユニークなビデオクリップが作成できる

「シェーカー」機能も搭載。多彩な演出・編集が可

能です。

※詳しくは38ページをご覧ください。

Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版優待提供サービス
バイオのご登録カスタマーの方へ、「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」を8,600円（税別、送料別）で優待提供します。
※優待提供サービスについて詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト［UPGRADE AREA］（http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/）でご案内します。

※40ページの「デジタルビデオ編集」についてのご注意および、DVD-R/-RW・DVD＋R/＋RWについてのご注意もあわせてご覧ください。

バイオノートとハンディカムをi.LINKでつなぐ。1

「Click to DVD おまかせコース」を起動する。2

ワンクリックして、あとは待つだけ。3

できあがり。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●写真はPCG-GRV99G/P（12ページ）、PCG-V505R/PB（13ページ）です。●写真のデジタルビデオカメラレコーダーDCR-PC101Kは別売です。●画面はハメコミ合成です。

週 末 の D V D づ く り は 、

ワ ン ク リ ッ ク し て 、

あ と は リ ラ ッ ク ス 。
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動
画
の
楽
し
み

「Click to DVDおまかせコース」でのDVD作成。

映像の簡易編集で、よりこだわったDVDに。

動画のカット編集や並べ替え、メニュー画面の文

字や構成も編集が可能。ハンディカムの映像だけ

でなく、「Giga Pocket」で録画したテレビ番組や

「MovieShaker」などを使って編集した動画ファ

イルも取り込みが可能。また、デジタルスチルカメ

ラで撮った写真も、複数の写真をBGMつきで順

番に表示させるスライドショーにして記録するこ

ともできます。さらに、高画質な元データも記録で

きます。



ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●写真はPCG-GRZ77/Bです。●写真の“メモリースティック”デジタルスチルカメラDSC-F77は別売です。●画面はハメコミ合成です。

テ ー マ カ ラ ー は 、イ エ ロ ー 。

菜 の 花 、蝶 々 、黄 色 い 帽 子 。

レ イ ア ウ ト し た ら 、春 色 の 写 真 集 に な っ た 。

デジタルスチルカメラで撮った静止画を活用する。

デジタルスチルカメラで撮った、お気に入りの写真。

バイオノートに取り込んで、フォトアルバムやポストカード、

カレンダーやラベルシールに。

フォトアルバムは、ハードカバー製本して、写真集のような仕上がりに。

撮る楽しみは、バイオノートでつくる楽しみにつながります。

写真の取り込みから、管理・閲覧、フォトアルバムやラベルづくりまで
楽しめる「PictureGear Studio（ピクチャーギア・スタジオ）」。

画像を楽しむための機能を集約。

デジタルスチルカメラで撮った画像の取り込み

から、管理・閲覧、加工・編集、プリントまで、

「PictureGear Studio」ひとつで楽しむことができ

ます。

わかりやすく画像を管理。

取り込んだ画像は、ツリー形式でわかりやすく管

理。写真フォルダ形式でシンプルに管理すること

もできます。「イメージステーション」への画像の

アップロードも、ツールバーから選ぶだけで手軽

に行えます。画像の閲覧は、1枚表示のほか、スラ

イドショー表示も可能。

バインダー機能で多彩に活用。

画像データをレシ

ピ、日記、コレク

ションなどのカテ

ゴリー別に分類

し、個々のデータ

にテキスト情報を

加えて、データベースとしてカードのように管理

することができます。「PictureGear Studio」を搭

載した他のバイオとデータを交換することもで

き、家族や友だち同士で情報交換ツールとして活

用できます。

文字やイラストで楽しく演出。

お絵かき機能で、画像の上に手がきの文字やイラ

スト、スタンプなどを加えて、楽しく演出できま

す。フレームで画像のまわりを飾ったり、エフェ

クトで画像の

イメージを変

えることもで

きます。

さまざまな用途に合わせて加工・編集・プリント。

選んだ画像を素材にし

て、フォトアルバムや各

種ラベル、ネームシール、

カレンダーづくりが楽し

めます。また、「引っ越し

のあいさつ」や「誕生日

カード」など、豊富なデ

ザインのテンプレートでポストカードづくりも楽

しめます。さらに、作成したフォトアルバムをハー

ドカバー製本するサービス（有料）を、「イメージス

テーション」で注文することもできます。
※印刷には市販のプリンターが必要です。※ラベルの貼付に起因する不具合や
メディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベ
ル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる
「イメージステーション」。

※ご利用にはインターネットへの接
続環境が必要になります。
※ご利用にあたってのご注意や各
サービスの詳細などは「イメージス
テーション」のホームページをご覧
ください。

薄型ボディに有効400万画素。
自分も撮れる回転レンズ搭載。
“メモリースティック”
デジタルスチルカメラ
DSC-F77オープン価格

http://www.imagestation.jp/

14 15

静
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楽
し
み
に
合
わ
せ
て
選
べ
る
。
使
い
方
で
選
べ
る
。

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
・
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
。

使うシーンに合わせて機能を入れ替える。

楽しみに合わせてベイユニットをチェンジ。

「Net MD」とウーファーで、音楽をさらに楽しく。

遊びのレパートリーが広がる、バイオノートNV。

音楽や映像と気軽に遊べるオールインワン。

シンプルに操れる、すっきりとしたボディ。

のびのびとして見やすい大画面液晶。

音楽や映像と気軽につきあえる、バイオノートFR。

何もあきらめなかったモバイル。

機能美を追求してデザインされた、しなやかなフォルム。

先進のハイパフォーマンスと優れた操作性。

こだわりから生まれた、上質のモバイル。バイオノートZ。

Speed & Force
モバイルの可能性を高める高性能。

アクティブに動けるスマートなボディ。

高性能と操作性がもたらすスピード感。

モバイルシーンを変える、新しい力。バイオノート505。

小さいのに、できる。小さいから、できる。

コンパクトでライトなボディにつまった、ハイパフォーマンス。

2つのスタイルが実現する、これまでにない軽快な操作性。

毎日を楽しむ性能がぎっしり。だから、いつもそばに、バイオＵ。

映像の楽しみを連れて、遊びに出かける。

《MOTION EYE
モ ー シ ョ ン ・ ア イ

》で映像をとらえる。

テレビ番組を録画して、好きな場所で見る。

いつでもどこでも映像と遊べる、バイオC1。

＊1 PCG-GRZ77/B・GRS55/Bは271.6mm。＊2 PCG-GRZ77/B・GRS55/Bは327mm。

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

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP
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バイオノート

GR

バイオノート

NV

バイオノート

FR

バイオノート

Z

バイオノート

505

バイオ

U

バイオ

C1

ページ詳しい情報は

22 ページ詳しい情報は

24 ページ詳しい情報は

26 ページ詳しい情報は

32 ページ詳しい情報は

30 ページ詳しい情報は

34 ページ詳しい情報は

355mm＊2

336mm

329mm

277mm

249mm

178.8mm

292mm＊1

276.1mm

274.5mm

316mm

247.4mm

242.4mm

152mm

139.5mm

バイオノート

GR
PCG-GRV99G/P
PCG-GRV88G
PCG-GRZ77/B
PCG-GRS55/B

バイオノート

NV PCG-NV55E/B

バイオノート

FR
PCG-FR55/B
PCG-FR33/B
PCG-FR33

バイオノート

Z PCG-Z1/P

バイオノート

505 PCG-V505R/PB
PCG-V505/B

バイオ

C1 PCG-C1MZX

バイオ

U PCG-U101

DVDでクリエーション。進化した高性能。
映像を心地よく操るための高性能と大画面。

DVDライティングが、創造する楽しみを広げる。

クリエーションは、新たな領域へ。バイオノートGR。



拡張性をさらに広げるポートリプリケーター。

本体と関連製品との着脱を手軽にする、専用

のポートリプリケーターを付属＊。関連製品を

ポートリプリケーターに接続しておけば、着脱も

スムーズ。本体をスマートに持ち出せます。さ

らに、S映像入出力端子や、左右独立のオーデ

ィオ入出力端子など、AV機器と手軽に接続で

きる端子類を装備しました。
＊PCG-GRV99G/P・ GRV88Gに付属。別売のポートリプリケーター
PCGA-PRGX1とは異なります。PCG-GRZ77/B・GRS55/Bでは、別売ポー
トリプリケーターPCGA-PRGR2が使用できます。

PCG-GRV99G/P・GRV88G共通

ノートブックコンピューター

PCG-GRV99G/P
オープン価格

□OS：Windows® XP Professional
□ CPU：インテル® Pentium® 4 プロセッサー2.60GHz
□メモリー：512MB（256MB×2）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約60GB
□ DVD±RWドライブ
□ 16.1型UXGA対応広視野角/高精細TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約2/3.5時間＊2

□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□TVチューナー内蔵ポートリプリケーター付属

ノートブックコンピューター

PCG-GRV88G
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：インテル® Pentium® 4 プロセッサー2.40GHz
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約60GB
□ DVD-RWドライブ
□ 16.1型SXGA+対応広視野角/高精細TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約2.5/5時間＊2

□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□TVチューナー内蔵ポートリプリケーター付属

創作へと駆り立てる、高性能。

先進の高性能デバイスを搭載。

プロセッサーとチップセットは、高画質映像や音

楽、ゲームなどの3Dグラフィックスの処理に優

れた、インテル® Pentium® 4プロセッサー＊1とIntel®

845MPチップセットを搭載。メインメモリーには、

高速データ転送が可能なDDR - SDRAM

（DDR266）を採用し、PCG-GRV99G/Pには大

容量の512MBを標準装備。また、グラフィック

アクセラレーターには、ATI Technologies社製

MOBILITYTM RADEONTM 9000（VRAM 64MB）

を搭載＊2。3D映像の高速処理はもちろん、ビデ

オ再生の画質も向上。さらに高品質な映像を楽

しむことができます。
＊1 PCG-GRS55/Bはモバイル インテル® Celeron® プロセッサー1.70GHz
です。＊2 PCG-GRV99G/P・GRV88G。PCG-GRZ77/B・GRS55/Bは
MOBILITYTM RADEONTM 7500C（VRAM32MB）です。

バイオノート

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP

GR

ノートブックコンピューター

PCG-GRZ77/B
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：インテル® Pentium®4 プロセッサー2A GHz
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約60GB
□ DVD-RWドライブ
□ 15型SXGA+対応広視野角/高精細TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約2.5/5時間＊2

□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピューター

PCG-GRS55/B
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：モバイルインテル® Celeron®プロセッサー1.70GHz
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約40GB
□ DVD-RWドライブ
□ 15型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3.5/7時間＊2

□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□Microsoft® Office XP Personal付属

＊1 メモリーを1GBに増設するには、出荷時に装着
されている256MBメモリーモジュールを取り外す必
要があります。＊2 バッテリー使用時間はバッテリー
パック（本体付属）1個／リチャージャブルバッテリー
パック（PCGA-BP2NX）2個使用時、いずれも省電力
モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況な
どにより、異なる場合があります。

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□ネットワークコネクター

PCG-GRZ77/B・GRS55/B共通

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□ネットワークコネクター
□ポートリプリケーター PCGA-PRGR2対応

18 19

さまざまなフォーマットに対応する
DVD±RWドライブを搭載。

目的に合わせてモデルを選べる
広視野角・高精細TFT液晶。

16.1型ディスプレイにはUXGA・SXGA+対応

TFT液晶＊1を採用。動画編集や3DCGなど、広い

作業画面を必要とするソフトでも快適に作業が

できます。15型ディスプレイにもSXGA+対応

TFT液晶＊2を採用し、使い方に合わせて画面サ

イズを選べます。さらに左右80°、上50°、下60°＊3

の広視野角パネル＊4で、高解像度の大画面も広

いアングルから隅々まで見ることができます。
＊1 PCG-GRV99G/Pは16.1型UXGA対応TFT液晶。PCG-GRV88Gは
16.1型SXGA+対応TFT液晶。＊2 PCG-GRZ77/Bに搭載。＊3 コントラス
ト比10以上の場合の視野角です。＊4 PCG-GRS55/Bに搭載のパネルは
広視野角には対応しておりません。

快適なキータッチを追求した、
ステンレスメカキー。

ステンレス製の板バネ駆動部をキーボードクッ

ションにすることにより、キーの安定化と静音

性を実現しました。
※PCG-GRV99G/P・GRV88Gのみ。

丈夫さと美しさを兼ね備えた、
マグネシウム合金ボディ。

液晶部外側には、高い剛性と美しい質感を併

せ持つ、マグネシウム合金を採用。本体の薄

型化・軽量化を実現しました。
※PCG-GRV99G/Pのみ。

最大約7時間のバッテリーライフ。

付属のバッテリーパックで、最大約3.5時間使

用できます。さらに別売のバッテリーパック

PCGA-BP2NXを組み合わせれば（DVD-RW

ドライブと交換着脱）、最大約7時間の駆動が

可能になります。
※PCG-GRS55/Bの場合。その他のモデルのバッテリー駆動時間について
は、45～46ページの「主な仕様」をご覧ください。

GR

●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。●写真はPCG-GRV99G/Pです。●画面はハメコミ合成です。

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
G
R

キートップ
キーを押した状態

板バネ1
板バネ2

板バネ3
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DVDでクリエーション。

進化した高性能、

バイオノートGR。
高性能プロセッサー、インテル® Pentium® 4 ＊1。

広視野角で高精細な、UXGA対応16.1型TFT液晶＊2。

さらに、DVDへの記録ができるドライブを全モデルに搭載。

高性能と先進の技術で、クリエーションの領域が広がります。

＊1 PCG-GRV99G/P・GRV88G・GRZ77/Bに搭載。
＊2 PCG-GRV99G/Pに搭載。

80˚� 80˚�

50˚�

60˚�

付属ポートリプリケーター背面

S映像端子入出力

ステレオ音声入出力（ピンジャック）

DC IN（電源入力端子）

ネットワークコネクター

キーボード/マウスポート（PS/2タイプ）

USBコネクター

TVアンテナ入力

プリンターポート

外部ディスプレイ出力コネクター

USBコネクター

シリアルポート

コンポジットビデオ入出力（ピンジャック）

PCG-GRV99G/Pには、DVD＋RWをはじめ幅広

いディスクフォーマットに対応する、DVD±RW

ドライブを搭載。その他のモデルにはDVD-RW

ドライブを搭載しています。「Click to DVD」での

DVDビデオ作成や、「Giga Pocket」で録画した

テレビ番組＊のDVDへの書き込みが可能。完成

したDVDは、DVDプレーヤーで再生して、テレビ

の大画面で楽しめます。
＊テレビ録画はPCG-GRV99G/P・GRV88Gのみ可能です。
※40ページのDVD-R/-RW・DVD＋R/＋RWについてのご注意もあわせてご
覧ください。

「Windows® XP Professional」
を搭載。

PCG-GRV99G/Pには、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Windows® XP Professionalを搭

載しています。



番組をハードディスクに録画。
見たいときに好きな場所で楽しめる
「Giga Pocket」。

PCG-GRV99G/P・GRV88Gには、TVチュー

ナーとビデオ入出力端子を装備したポートリ

プリケーターを付属。内蔵のMPEG2ハード

ウェアエンコーダー「MPEG2 R-Engine」によ

り、リアルタイムにテレビを高画質で録画で

きます。ソフトウェアには、インターネットで

の録画予約、テレビ番組の録画・再生が行え

る「Giga Pocket」を搭載。大画面の「バイオ

ノートGR」ならではのテレビの楽しみ方を実

現します。
※最長録画時間は標準モード（4Mbps）で約24時間です。※録画中に他の
ソフトなどを使用すると、コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。

録画したテレビ番組を、
ドラッグ＆ドロップの手軽な操作で
DVDに記録する。

付属のライティングソフトウェア「Simple

DVD Maker」で、ハードディスクに録画した

番組を高画質のままDVDディスクに記録でき

ます。バイオでの再生はもちろん、DVDプレー

ヤーで再生して、テレビの大画面で見ること

ができます。

ハンディカムの映像からアナログ映像まで、
手軽にDVD作成が楽しめる「Click to DVD」。

ハンディカムの映像、アナログ映像＊、動画編集

ソフトで作成したこだわりの動画ファイル、静

止画などを、手軽な操作でDVDに書き込めます。

また、「Click to DVD おまかせコース」を使えば、

「バイオノートGR」とハンディカムをi.LINKで接

続して、ワンクリックするだけで DVDが作成で

きます。
＊PCG-GRV99G/P・GRV88Gが対応しています。

◎ワンクリックで手軽にDVDがつくれる
「Click to DVD おまかせコース」。

「Click to DVD おまかせコース」なら、ハンディカ

ムと「バイオノートGR」をi.LINKでつないで、ワン

クリックでDVDを作成できます。テープの巻き戻

しから、映像の取り込み、メニューの作成、DVDへ

の書き込みまで、すべて自動で行えます。完成した

DVDには、シーンごとにサムネイルが動画で表示

されるメニュー画面が付くので、一目で内容がわか

ります。メニュー画

面は、背景とBGM

をセットにした30

種類のテーマから

選択できます。

◎映像を編集してこだわりのDVDをつくる。

i.LINKでつないだハンディカムをコントロールし

ながら映像を取り込むこともできます。読み込んだ

映像は、カット編集や並び換えが可能。映像の取り

込みから動画の編集、DVDへの書き込みまで、ガイ

ドに従って進められるので、スムーズに作業ができ

ます。また、静止画の取り込みや、DVDへの書き込

みも可能。動画と静止画を1枚のDVDに書き込むこ

とも可能です。静止画はスライドショーとして記録

することもできます。

◎アナログ映像や編集済みの映像の取り込みも可能。

アナログ映像にも対応し、映像機器を手動で再生し

て指定した長さの映像をDVDに記録することも可

能＊1。さらに、「DVgate」や「MovieShaker」、「Adobe®

Premiere® 6 LE 日本語版」＊2を使って編集した動画

ファイルも読み込めます＊3。また簡易編集も可能です。

3Dアニメーションを作成できる
「LightWave 3D express for VAIO」。
（PCG-GRV99G/P）

高精度の3Dグラフィック

が制作できる「LightWave

3D express for VAIO」を

搭載。初心者でも3Dアニ

メーション制作が楽しめるオンラインチュート

リアルや、多彩なオブジェクトデータを収録した

コンテンツCD-ROMも付属。立体のタイトル文

字やアニメーションを「Adobe® Premiere® 6 LE

日本語版」に取り込んで、実写の画像と組み合

わせてオリジナル作品を作ることもできます。
※「LightWave 3D express for VAIO」のご登録後に、（株）ディ・ストーム
の行う「LightWave 3D Ver 7.5」（フルバージョン）へのアップグレードも
ご利用いただけます。

写真の取り込みから、
管理・閲覧、加工まで楽しめる
「PictureGear Studio」。

デジタルスチルカメラの
画像を多彩に加工できる
「Adobe® Photoshop® Elements 2.0」。

映画のような映像表現が楽しめる
「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」。
（PCG-GRV99G/P）

( (
( (
( (
( (
(

映像作品をつくる。
静止画を活用する。

録画やチャンネル操作、録画済みの番組の
呼び出しが手軽にできる、リモコンを付属。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●写真はPCG-GRZ77/Bです。●画面はハメコミ合成です。20 21

録画モード（転送レート）

最長録画時間

高画質（8Mbps ）

約12時間

標準（4Mbps ）

約24時間

創造する楽しみは

バイオノートGRから生まれる。

ハンディカムで撮った映像を、DVDビデオにする。

テレビ番組を録画して、気ままに再生する。DVDで保存する。

動画や静止画を操って、オリジナリティーあふれる作品をつくる。

「バイオノートGR」の高性能が、クリエーションの可能性を広げます。

i.LINK端子
S400（4ピン）

マジックゲート対応メモリースティックスロット

USB
コネクター

バッテリーベイ

吸気口

モノラルマイク入力

DC IN（電源入力端子）

外部ディスプレイ出力端子

ネットワークコネクター

排気口

USBコネクター

ステレオヘッドホン出力

モジュラージャック
（モデム端子）

プリンターポート

USBコネクター

AV出力端子

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

DVD±RWドライブ
＊

内蔵ステレオスピーカー

インテリジェント・タッチパッド

電源ボタン

i.LINK端子
S400（4ピン）

マジックゲート対応
メモリースティックスロット

バッテリーベイ

DC IN（電源入力端子）

AV出力端子

ネットワークコネクター

USBコネクター

外部ディスプレイ出力端子

プリンターポート

排気口

吸気口

USB
コネクター

モジュラー
ジャック

（モデム端子）

モノラルマイク入力

ステレオ
ヘッドホン出力

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

DVD-RWドライブ

内蔵ステレオスピーカー

インテリジェント・タッチパッド

電源ボタン

Giga Pocketの
ビデオカプセルの
アイコンを
ドラッグ＆ドロップ。

ワンクリックでDVDディスクへの
記録を開始。

各部の名称
●PCG-GRZ77/B・GRS55/B

各部の名称
●PCG-GRV99G/P・GRV88G

録画モードと録画時間

書き込みモード

収録時間

高画質

60分

標準

90分

長時間

120分

DVD-R/-RW・DVD+R/+RWディスクへの収録可能時間

オリジナルのDVDビデオ作品を制作する。 テレビ番組を録画、高画質のままDVDに記録。（PCG-GRV99G/P・GRV88G）

テーマを選択 動画を編集 DVDに書き込み

＊1 PCG-GRV99G/P・GRV88Gが対応しています。＊2 PCG-GRV99G/P
に搭載。＊3 使用可能な動画ファイルは、AVI（DV）・MPEG1・MPEG2ファ
イルです。MPEG1ファイルを使用する場合は、他のファイル形式との混在は
できません。また、静止画との混在もできません。

付属ポートリプリケーターのTVチューナー端子にアンテナをつなぎ、テレ
ビの視聴や録画が行えます。

＊PCG-GRV99G/P。PCG-GRV88GはDVD-RW
ドライブ。

GR
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ノートブックコンピューター

PCG-NV55E/B
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：モバイルインテル® Celeron®

プロセッサー1.70GHz
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大512MB
□ハードディスクドライブ：約40GB
□ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
□ 15型SXGA+対応広視野角/高精細TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3.5時間＊

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□エンターテインメントベイ
□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□ネットワークコネクター
□Microsoft® Office XP Personal付属

＊ バッテリー使用時間はバッテリーパック（本体
付属）使用時、省電力モードでの使用の目安です。
使用状況や設定状況などにより、異なる場合があ
ります。

ポストカードが手軽に作れる
「筆ぐるめ for VAIO」。

症状や病名、
キーワードから検索できる
時事通信社
「家庭の医学」デジタル版II。

ワープロ、表計算ができる
「Microsoft®

Office XP Personal」。

手軽に
家計診断ができる
「てきぱき家計簿マム3」。

Net MDベイユニット コンパクトウーファー
ベイユニット

3.5型フロッピーディスクドライブ
ベイユニット

テンキーベイユニット
（別売）

底面

迫力ある音になる。 コンパクトウーファーベイユニット

音楽をMDに書き出せる。 Net MD ベイユニット

家計簿や表計算、ゲームでも使える。 テンキーベイユニット（別売）

バイオノート

NV

コンパクトウーファー ベイ ユニットを装着する

と、奥行きのある低音域の再生が可能に。音楽の

再生や、「Gen-On」での演奏、DVDビデオの鑑賞、

ゲームなどが、迫力のサウンドで楽しめます。

遊びに合わせて入れ替えられる、エンターテインメントベイ。

「バイオノートNV」をさらに楽しく便利に使え

る、エンターテインメントベイ。用途に応じて

ベイユニットを入れ替えることができます。
※ベイユニットは「バイオノートNV」本体装着状態でのみお使いいただけます。

音楽を快適に楽しめる「SonicStage（ソニック・ステージ）」。

お気に入りの音楽は、ハードディスクにどんどん録音。快適に管

理・再生が可能。Net MD ベイユニットを装着すれば、とりためた音

楽をMDに書き出すこともできます。

キーボード操作で音楽と映像を演奏する「Gen-On（ゲン・オン）」。

フレーズやリズム、エフェクトを組み合わせて、楽器を弾くように

キーボードで音と映像の演奏が楽しめます。

世界中の人々と冒険できる「ファンタシースターオンライン」。

ネットワーク上のプレイヤー同士で最大4人のチームを作り、チャット

感覚で会話をしながら冒険をしていくロールプレイングゲームです。
※ネットワーク環境がなくても楽しめます。

Net MD ベイユニットを使えば、「バイオノートNV」

に録音した音楽を高速でMDに録音ができます。

さらに、録音したMDは一般のMDプレーヤー

（ATRAC3形式で転送した場合はMDLP対応機

器）での再生も可能。音楽を手軽に連れ出せます。
※「Net MD」は、パソコン上の音楽データをMDに高速転送（チェックアウト）
できる新しいMD転送規格です。※音楽データ以外のデータをMDに保存する
ことはできません。※他のMD機器で録音した音楽は本機で再生できますが、
著作権保護のためチェックインはできません。

数字がスムーズに入力できる、テンキーベイユニッ

ト。家計簿や表計算といったデータ入力はもちろ

ん、付属のオンラインゲーム「ファンタシースターオ

ンライン」でも活用できます。

楽しみをさらに広げる充実のソフトウェア。

遊びながら
タイピングが練習できる
「打モモ for VAIO」。

音とツールで
楽しくお絵かきできる
「キッドピクス3 for Windows」。

©SONIC TEAM/SEGA,2000,2001

テンキー ベイ ユニット

PCGA-TKN1 オープン価格

※詳しくは39ページをご覧ください。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●写真のMDウォークマンMZ-E10、アクティブスピーカーシステムPCGA-SP1は別売です。●画面はハメコミ合成です。22 23

AV出力端子
（NTSC/PAL対応、
ステレオ音声出力）

モジュラージャック
（モデム端子）

ネットワーク
コネクター

バッテリーベイ CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

USBコネクター×3

シリアルポート

DC IN（電源入力端子）

エンターテインメントベイ

プリンターポート

外部ディスプレイ出力端子

ステレオヘッドホン出力

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

i.LINK端子 S400（4ピン）

モノラルマイク入力

音量調節ダイヤル

内蔵ステレオスピーカー

マジックゲート対応
メモリースティックスロット

インテリジェント・
タッチパッド

バックボタン付きセンタージョグ

HELPボタン

電源ボタン

使うシーンに合わせて

機能を入れ替える、

バイオノートNV。
さまざまな用途に合わせて、ユニットを入れ替えて使える

「エンターテインメントベイ」を搭載。

Net MD ベイユニットを装着して、音楽をMDに高速転送したり、

コンパクトウーファー ベイユニットを装着して、

パワフルなサウンドを楽しめます。

www.va io .sony.co. jp/NV

各部の名称

NV
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ノートブックコンピューター

PCG-FR55/B
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：モバイルAMD AthlonTM XPプロセッサー 1800＋
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約40GB
□ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
□ 15型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3時間＊2

□Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピューター

PCG-FR33/B
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：モバイルAMD AthlonTM XPプロセッサー 1800＋
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約30GB
□ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
□ 14.1型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3時間＊2

□Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピューター

PCG-FR33
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：モバイルAMD AthlonTM XPプロセッサー 1800＋
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約30GB
□ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
□ 14.1型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3時間＊2

＊1 メモリーを1GBに増設するには、出荷時に装着
されている256MBメモリーモジュールを取り外す必要
があります。＊2 バッテリー使用時間はバッテリー
パック（本体付属）使用時、省電力モードでの使用の
目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる
場合があります。
※写真はPCG-FR55/Bです。

バイオノート

FR

広々として見やすい、大画面。

PCG-FR55/Bには、15型XGA

（1024×768ドット）対応のTFTカ

ラー液晶を搭載。広々としたデス

クトップで、ホームページの閲覧

や表計算、DVDビデオの再生など

が快適に楽しめます。
※PCG-FR33/B・FR33は14.1型XGA対応TFTカラー
液晶です。

高速データ転送が可能なUSB2.0対応のコネ

クターを、本体の背面に3個装備。さらに、そ

のままネットワークに接続できるネットワー

クコネクターをはじめ、2基のCardBus対応

PCカードスロットや、プリンターポート、

i.LINK端子など、豊富な端子類を装備。さま

ざまな関連製品を手軽に接続して、幅広く活

用できます。

充実のインターフェース。楽しみ広がる関連製品。

豊富なソフトウェアを使いこなすための、便利なツール。使いやすい、オールインワン。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライ

ブと、フロッピーディスクドライブ

の両方を内蔵したオールインワ

ンタイプ。CD-R/RWディスクへ

のデータの書き込みのほか、DVD

ビデオを再生することもできま

す。ライティングソフトウェアは、

手軽に操作できる「Drag'n Drop

CD」を付属しました。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●写真はPCG-FR33/Bです。●写真の　ビジュアルコミュニケーションカメラ PCGA-UVC10、USB光学式マウスPCGA-UMS5、アクティブスピーカーシステムPCGA-SP1、“メモリースティック”デジタルスチルカメラDSC-U20、Net MDウォークマンMZ-N10は別売です。●画面はハメコミ合成です。

※詳しくは38～39ページをご覧ください。

バイオノートとつないで
ビデオメールやテレビ電話が楽しめる。

別売のUSB光学式マウス（PCGA-UMS5）
をつないで、ポインターをより快適に操作
する。

別売のアクティブスピーカーシステム
（PCGA-SP1）を接続して、迫力あるサウン
ドで音楽やDVDビデオを楽しむ。

別売のビジュアルコミュニケーションカメラ
（PCGA-UVC10）をつないで、テレビ電話
やビデオメール。

ネットワークコネクターで、ブロードバンド
回線にダイレクトに接続する。

ビジュアルコミュニケーションカメラ

PCGA-UVC10 オープン価格

USB端子に接続するだけで使用できる、
光学式のマウス。

USB光学式マウス

PCGA-UMS5 オープン価格

快適なキータッチで、
数字をスピーディーに入力。

USBテンキーボード

PCGA-UTK1 オープン価格

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□ネットワークコネクター

バイオノートFR共通

24 25

ステレオヘッドホン出力

ネットワーク
コネクター

モジュラージャック（モデム端子）

DC IN（電源入力端子）

外部ディスプレイ
出力端子

モノラルマイク入力

i.LINK端子 S400（4ピン）

USB2.0コネクター×3

AV出力端子（NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力）

プリンターポート

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1

またはTYPEⅡ×2）

フロッピーディスクドライブ

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブバッテリーベイ

内蔵ステレオスピーカー 電源ボタン

インテリジェント・タッチパッド

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

映像や音楽と気軽に遊べる

オールインワン、

バイオノートFR。
すっきりとしたシンプルなボディに、15型＊の大画面を搭載。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブとフロッピーディスクドライブを装備。

i.LINK端子やUSBコネクター、ネットワークコネクターなど、

インターフェースも充実しています。

＊PCG-FR55/B。PCG-FR33/B・FR33は14.1型です。

やりたいことに合わせて目的別にソフト
ウェアを検索できる「バイオメニュー」。

バイオに付属の豊富なソフトウェアを、カテ

ゴリーごとに整理してわかりやすくナビゲー

ト。やりたいことに必要なソフトを、すぐに探

し出して起

動できます。

バイオの基礎を自分で楽しく学習できる
「How to VAIO（ハウ・トゥー・バイオ）」。

バイオを楽しく学んで、スキルアップできる学

習ツールです。イラストや音声を用いてバイ

オの基礎をやさしく解説。操作の流れに沿っ

てステップごと

に学習できます。

困った時でもスマートに解決できる
「CyberSupport for VAIO（サイバーサポート・フォー・バイオ）」。

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・検索できます。バイオを快適

に楽しむための

ツールとして活

用できます。

各部の名称

FR
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ノートブックコンピューター

PCG-Z1/P
オープン価格

□OS：Windows® XP Professional
□ CPU：インテル® CentrinoTMモバイル・テクノロジー

インテル® Pentium® Mプロセッサー1.30GHz
□メモリー：256MB/最大768MB
□ハードディスクドライブ：約60GB
□ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
□ 14.1型SXGA+対応高精細TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約7/13.5時間＊

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□ネットワークコネクター
□ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載
□ Bluetooth機能搭載

＊ バッテリー使用時間はバッテリーパック（S）（本
体付属）使用時/バッテリーパック（L）PCGA-BP4V
（別売）、省電力モードでの使用の目安です。使用状
況や設定状況などにより、異なる場合があります。

バイオノート

Z

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。26 27

何もあきらめなかったモバイル。

バイオノートZ。
かつてないフォルムをもつボディに、

モバイルのために設計されたインテル® CentrinoTMモバイル・テクノロジーを採用。

譲れない多くのこだわりが、力強い個性を生みました。
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USB2.0
コネクター×2

マジックゲート対応
メモリースティック
スロット

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ

ワイヤレスアンテナ

電源ボタン

外部ディスプレイ出力端子
（VGAタイプ、D-sub15ピン）

DC IN（電源入力端子）

モジュラージャック（モデム端子）

ネットワークコネクター

モノラルマイク入力

i.LINK端子 S400（4ピン）

ワイヤレスアンテナ

ステレオヘッドホン出力

PCカードスロット
（TYPEⅡ×1）

内蔵ステレオスピーカー

インテリジェント・
タッチパッド

左右ボタン

プログラマブルボタン

ワイヤレスON/OFF
切換スイッチ

バッテリーランプ/
ワイヤレスLANランプ/

Bluetoothランプ

各部の名称

かつてないフォルムが生んだ、革新のスタイル。

アクティブに持ち歩ける薄型・軽量ボディ。

約9.5mmの薄型CD-RW/DVD-ROM一体型ド

ライブを内蔵しても、最薄部23.8mmを実現。

さらに、14.1型液晶ディスプレイを搭載しな

がらも、標準バッテリーを装着した状態で、約

2.1kgの軽量化を達成しました。

最大約13.5時間のスタミナバッテリーライフ。

付属バッテリーパック（S）で最大約7時間、別売

のバッテリーパック（L）PCGA-BP4Vを装着す

れば、最大約13.5時間ものバッテリー駆動が可能。

外出先でも、映像や音楽を存分に楽しめます。
※バッテリー駆動時間は、省電力モード時。使用状況や設定状況などによ
り、異なる場合があります。

14.1型SXGA＋対応
高精細液晶ディスプレイ。

スリムなボディに、広々としてゆとりのある

14.1型液晶ディスプレイを搭載。1400×1050

ドットのSXGA＋対応高精細液晶を採用して

おり、外出先での

DVDビデオの再生や

ホームページの閲覧

などが、ゆったりと快

適に楽しめます。

美しいフォルムのマグネシウム合金ボディ。

ボディには、高い剛性と上質感を併せ持つ、マ

グネシウム合金を採用。ブラックで統一した

機能部分を、シルバーの流れるようなサイド

のデザインが包み込み、「バイオノートZ」なら

ではのフォルムを生み出しています。

スマート・スムーズな開閉。

本体は、前面に開閉の留め金がない設計。閉じ

るときは磁石が吸いつくようにスムーズに閉

まります。この構造により、コンパクトなボディ

の端まで液晶画面を配置することができ、すっ

きりとしたデザインが可能になりました。

機能性を追求した、
パワーボタン、イルミネーション、端子群。

使いやすさに配慮して、端子群をまとめて配

置。本体の右側面にはパワーボタンとワイヤ

レスLAN、BluetoothのイルミネーションLED

を、左側面にはUSB2.0コネクターやi.LINK端

子などの端子群をまとめました。パワーボタ

ンは電源を入れると緑色に光り、ON/OFFの

状態をイルミネーションでお知らせします。

軽快に操れる
インテリジェント・タッチパッド。

インテリジェント・タッチパッドは、本体との

段差を最小限に抑え、心地よく操作できるよ

うに配慮しました。

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

パワフルなモバイルを実現する高性能。

インテル® CentrinoTM

モバイル・テクノロジーを採用。

プロセッサーは、モバイルのために新開発され

たインテル® Pentium® Mプロセッサー1.30GHz

を搭載。インテル® CentrinoTMモバイル・テク

ノロジー採用により、統合されたワイヤレス機

能と標準化されたセキュリティをサポート。さ

らに、バッテリー駆動時間を長持ちさせる先進

の低消費電力性能と高度なシステム性能によ

り、モバイル環境での優れたパフォーマンスを

実現します。

約9.5mmの
薄型CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ。

薄さ約9.5mmのCD-RW/DVD-ROM 一体型ド

ライブを内蔵し、薄型・軽量ボディを実現。音

楽CDやDVDビデオの再生はもちろん、CD-

R/CD-RWディス

クを使って大容

量データの受け

渡しも可能です。

効率的な放熱を実現する
パフォーマンスバランサー。

新開発のサーマルクーリング機構の採用に加

え、「パフォーマンスバランサー」を搭載。バッ

テリー駆動時やACアダプター使用時など、使

う場面に応じて画面

の明るさやファンの

回転数などを自動的

に調整し、効率のよい

放熱が行えます。

ワンタッチで
消音やディスプレイの明るさ調整が可能。

ボタンひとつで、消音やディスプレイの明る

さを調整することが

できます。さらに、ス

タンバイや外部出力

などを設定すること

も可能です。

高度な機能の
「Windows® XP Professional」を搭載。

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Windows® XP

Professionalを搭載しています。



ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●画面はハメコミ合成です。28 29
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ネットワークまでも、

スマートに操るハイパフォーマンス。
モバイルの行動範囲をさらに広げる、ワイヤレスLANとBluetooth機能。

拡張性を高める、多彩なインターフェース。

こだわりを満たす高性能を搭載しました。

Z

バ
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データ通信がワイヤレスで手軽にできる
Bluetooth機能搭載。

Bluetooth USBアダプター（PCGA-BA1）を装

着したバイオノートや、他のBluetooth機能搭

載機器とのデータ通信が可能。付属のソフト

ウェア「BlueSpace NE（ブルースペース・エ

ヌイー）」で手軽に接続できます。Bluetooth機

能搭載のサイバーショット（DSC-FX77）と接

続すれば、「Network Smart Capture（ネット

ワーク・スマート・キャプチャー）」を使用し

て「バイオノート

Z」側からリモー

トで撮影し、画像

を取り込めます。

行動力をさらに高める、ワイヤレス通信とインターフェース。

ダイレクトに接続できる
外部ディスプレイ出力端子。

ボディ側面には、外部ディスプレイ出力端子

を装備。ディスプレイアダプター類を必要と

することなく、ダイレクトにプロジェクター

などの外部

ディスプレ

イを接続で

きます。

さまざまな対応機器と高速で接続できる
USB2.0コネクター。

最大480Mbpsの高速データ転送が可能な、

USB2.0対応のコネクターを本体に2ポート装

備。別売のUSB光学式マウス（PCGA-UMS1）

などの関連製品をはじめ、プリンターなどの

各種周辺機器を、2台同時に接続して使用す

ることがで

きます。

音楽や静止画の楽しみを広げる
マジックゲート対応
メモリースティックスロット。

著作権保護技術「マジックゲート」に対応した

メモリースティックスロットを装備。音楽ファ

イルをマジックゲート メモリースティックに

書き出して、ネットワークウォークマンなどで楽

しむことができます。また、デジタルスチルカ

メラで撮影した画像も手軽に取り込めます。

「バイオノートZ」をしっかり守る
スタイリッシュなセミハードケース。

側面にアルミプレートを採用した、スタイリッ

シュな専用セミハードケース。4層レイヤーの

布地により、しっかり本体を守ります。

無線でブロードバンドに接続できる
ワイヤレスLAN搭載。

ADSLやケーブルテレビ回線などのブロード

バンドへ接続できる2.4GHz（IEEE 802.11ｂ

方式）ワイヤレスLANを搭載。別売のワイヤレ

スLANアクセスポイントとの組み合わせや、

2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイントが設

置してあるカフェやレストラン、ホテル、空港、

駅などの施設では、メール送信やホームペー

ジの閲覧などが無線で手軽に行えます。また、

ワイヤレスON/OFF切換スイッチを装備し、

スイッチひとつでダイレクトに通信の接続・

切断が可能です。
※Wi-Fi（ワイファイ）仕様に適合していることが確認されています。

ネットワーク環境を検出、
自動で切り換える
「Smart Network（スマート・ネットワーク）」搭載。

あらかじめ登録しておいた複数のネットワー

ク環境に応じて、接続の設定を自動的に切り

換えます。ネットワークの切り換え時に音声で

お知らせしたり、好きな壁紙に変更する設定

も可能。「バイオノートZ」を、異なるネットワー

ク環境で持ち歩いても、スマートにネットワー

クにアクセスできます。

本体と関連製品の着脱を手軽にする、
別売ポートリプリケーター。（PCGA- PRZ1）

デジタル液晶ディスプレイに直接接続できる

DVIタイプの外部ディスプレイ出力端子や、コ

ネクターなしでプロジェクターにつながる

VGAタイプの外部ディスプレイ出力端子、

LANなどに手軽に接続できるネットワークコ

ネクターなど、多彩な端子類を装備。さらに、

さまざまな関連製品とつながるUSB2.0コネク

ターを3ポート装備し、本体のコネクターと合

わせると合計5つもの機器を同時に接続でき

ます。また、本体を持ち出

す時は、接続してある端子

を外さずに、ワンタッチで

本体だけ持ち出せます。

USB2.0コネクター

DC IN（電源入力端子）

プリンターポート

外部ディスプレイ出力端子
（VGAタイプ、D-sub15ピン）

ネットワークコネクター

外部ディスプレイ出力端子（DVI-Dタイプ）

別売ポートリプリケーター（PCGA-PRZ1）背面

「BlueSpace NE」

ワイヤレスON/OFF
切換スイッチ

セミハードケース

PCGA-CK5Z オープン価格

※詳しくは40ページをご覧ください。

Bluetoothによるワイヤレス通信概念図

バイオノートZ

Bluetooth機能搭載のバイオノート�
またはBluetooth USBアダプター（別売）�

を装着したバイオノート（別売）�

データ�
転送�

ファイル�
転送�

Bluetooth機能搭載�
デジタルスチルカメラ（別売）�



大容量60GBのハードディスクドライブ。

PCG-V505R/PBには約60GB、PCG-V505/Bに

は約40GBの大容量ハードディスクドライブを搭

載。高画質の動画や大量の静止画、音楽データ

を保存したり、大容量アプリケーションのイン

ストールにも余裕をもって対応できます。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●写真はPCG-V505R/PBです。●画面はハメコミ合成です。

ノートブックコンピューター

PCG-V505R/PB
オープン価格

□OS：Windows® XP Professional
□ CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサー1.80GHz-M
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約60GB
□ CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ
□ 12.1型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約5/10時間＊2

□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載
□Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピューター

PCG-V505/B
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：モバイルインテル® Celeron®プロセッサー1.70GHz
□メモリー：256MB（256MB×1）/最大1GB＊1

□ハードディスクドライブ：約40GB
□ CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ
□ 12.1型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約4/8時間＊2

□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載
□Microsoft® Office XP Personal付属

スリムなボディに凝縮された高性能。

モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサー
1.80GHz-Mを搭載。

PCG-V505R/PBには、高性能をさらに追求する

ため、インテルのモバイル用プロセッサーである、

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサー

1.80GHz-M＊を搭載。NetBurstTMマイクロアーキ

テクチャーの採用により、映像・音楽・3Dグラ

フィックスなどのマルチメディア処理に優れた

パフォーマンスを発揮します。また、拡張版イン

テル® SpeedStepTM テクノロジー搭載により、

ACアダプター使用時には熱の発生を抑えなが

ら高性能プロセッサーの能力を最大限に発揮。

バッテリー駆動時にはプロセッサーの速度を抑

えることで、充分な駆動時間を確保しています。
＊PCG-V505/Bは、モバイルインテル® Celeron®プロセッサー1.70GHzです。

スムーズな3D描画を実現する
グラフィックアクセラレーター。

画像処理の高速化を実現するATI Technologies

社製 MOBILITYTM RADEONTMを搭載。DDR

16MBグラフィックメモリーの採用で、複雑な3D

グラフィックスや高精

細な静止画、DV動画や

DVDムービーの再生に

いたるまで、スムーズ

な画面描画を実現して

います。

高度な機能の
「Windows® XP Professional」を搭載。

PCG-V505R/PBには、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Windows® XP Professionalを搭載し

ています。

パフォーマンスをさらに高める
大容量メインメモリー。

メインメモリーには、高速データ転送が可能な

DDR-SDRAM（DDR266）を搭載。256MB

（256MB×1）を標準装備し、空きスロットを確

保。最大1GB＊まで増設できます。
＊ メモリーを1GBに増設するには、出荷時に装着済みの256MBメモリーモジュール

を取り外す必要があります。

外出先でDVDや音楽再生が楽しめる
CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを内蔵。

約9.5mmの薄型・軽量ドライブを採用。ドル

ビー＊ヘッドホン対応の臨場感あふれるサウ

ンドでDVDビデオを楽しんだり、音楽CDを再

生できます。さらに、CD-R/RWのディスクを

使ったデータの受け渡しなど、アクティブに

使いこなせます。また、バッファーアンダーラ

ンエラー防止機能を搭載しており、より安定

したデータ書き

込みが行えます。
＊ ドルビー、DOLBYおよび、

ダブルD記号は、ドルビーラボ

ラトリーズの商標です。

無線でブロードバンドに接続できる
ワイヤレスLAN搭載。

2.4GHzワイヤレスLAN（IEEE802.11b方式）

を搭載。スイッチひとつで通信可能なワイヤ

レスON/OFF切

換スイッチを装

備しています。
※Wi-Fi（ワイファイ）仕様
に適合していることが確認
されています。

バイオノート

505

モバイルのための操作性と拡張性。

ネットワーク環境を検出、自動で切り換える
「Smart Network（スマート・ネットワーク）」搭載。

ネットワーク環境に応じて、接続の設定を自動

的に切り換えられます。接続が変わったこと

を音声でお知らせしたり、自動で壁紙を変え

ることも可能。場所を移動しても複数のネッ

トワーク環境をスマートに使いこなせます。

最大約10時間のスタミナバッテリーライフ。

付属のバッテリーパック（S）で最大約5時間の

使用が可能。また別売のバッテリーパック（L）

PCGA-BP4V装着時は

最大約10時間の使用が

可能です。
※PCG-V505R/PBの場合。

高剛性＆スリム化を実現する
マグネシウム合金ボディ。

液晶部外側と本体部底面の2面に、高い剛性

と美しい質感を併せ持つ、マグネシウム合金を

採用。本体の薄型化・軽量化を実現しました。

ブロードバンド環境で快適に使える
ネットワークコネクター。

直接ブロードバンドのネットワークに接続で

きる、100BASE-TX/10BASE-T対応のネット

ワークコネクターを装備しています。

ダイレクトに接続できる
外部ディスプレイ出力端子。

ボディ側面には、外部ディスプレイ出力端子

を装備。ディスプレイアダプター類を必要と

することなく、ダイレクトにプロジェクターな

どの外部ディスプレイを接続できます。

本体と関連製品の着脱を手軽にする、
別売ポートリプリケーター。（PCGA-PRV1）

外付けの液晶ディスプレイに直接接続できる

DVI-D端子や、コネクターなしでプロジェクター

につながるVGAタイプの外部ディスプレイ出

力端子、LANなどに手軽に接続できるネット

ワークコネクターなど、多彩な端子類を装備

した別売のポートリプリケーター。さらに、さ

まざまな関連製品とつながるUSBコネクター

を3基装備し、本体のコネクターと合わせると

合計5つもの機器を同時に接続可能。また、本

体を持ち出す時は、接続してある端子を外さ

ずに、ワンタッチで本体だけ持ち出せます。

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□ネットワークコネクター

バイオノート505共通

30 31

外部ディスプレイ出力端子

DC IN（電源入力端子）

USBコネクター

i.LINK端子 S400（4ピン）

マジックゲート対応
メモリースティックスロット

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ

USBコネクター

ネットワーク
コネクター

モジュラージャック
（モデム端子）

PCカードスロット
（TYPEⅡ×1）

ステレオ
ヘッドホン

出力

モノラルマイク入力

内蔵ステレオスピーカー

インテリジェント・タッチパッド

Speed & Force

モバイルの可能性を広げる高性能。

バイオノート505。
モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサー、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ搭載。

高性能デバイスがもたらすスピード感と、外出先でもスマートに使いこなせる操作性。

モバイルのための性能が凝縮されています。
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外部ディスプレイ出力端子
（DVI-Dタイプ）

プリンターポート

外部
ディスプレイ
出力端子
（VGAタイプ、D-sub15ピン）

USBコネクター

DC IN（電源入力端子）

ネットワークコネクター

別売ポートリプリケーター（PCGA-PRV1）背面

各部の名称

＊1 メモリーを1GBに増設するには、出荷時に装着さ
れている256MBメモリーモジュールを取り外す必要
があります。＊2 バッテリー駆動時間はバッテリー
パック（S）（本体付属）／バッテリーパック（L）PCGA-
BP4V（別売）、いずれも省電力モードでの使用の目
安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場
合があります。
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モジュラージャック
（モデム端子）

USBコネクター

ステレオヘッドホン出力

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●写真のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ PCGA-DVRW1は別売です。●画面はハメコミ合成です。

テレビを見る、映像で伝える。好きなときに好きな場所で楽しむ。

インターネットでテレビ電話が楽しめる
「With You Call（ウィズ・ユー・コール）」。

バイオC1に内蔵のビデオカメラ《MOTION
モ ー シ ョ ン ・

EYE
ア イ

》で、インターネット経由で遠くにいる人とテ

レビ電話が楽しめます。高画質のMPEG4形式の

大きな画面でリアルタイムで会話が楽しめます。

アナログ映像を高画質のDVDに記録。

別売のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ

（PCGA-DVRW1）と接続すれば、ビデオデッ

キなどをポートリプリケーターのAV入力につ

ないで、アナログ映像を「Click to DVD」で取

り込んでDVDに記録できます。

バイオ

C1

コンパクトなボディに詰め込んだ高性能。

＊1 うち24MBはシステムで使います。＊2 バッ
テリー駆動時間はバッテリーパック（S）（本体付
属）／バッテリーパック（L）PCGA-BP52A/L
（別売）／バッテリーパック（LLL）PCGA-
BP54/L（別売）、いずれも省電力モードでの使用
の目安です。使用状況や設定状況などにより、
異なる場合があります。また、バッテリーパック
（S）／バッテリーパック（L）／バッリーパック
（LLL）の併用はできません。＊3 1台のバイオで
Bleutooth機能と2.4GHzワイヤレスLANを同時
に使用することはできません。Bleutooth機能と
2.4GHzワイヤレスLANを近距離で使用すると、
通信速度などに影響を及ぼすことがあります。

ハードウェア処理で、高画質で安定した
記録を実現する、MPEG2 R-Engineを搭載。

テレビ番組や《MOTION EYE
モ ー シ ョ ン ・ ア イ

》、ビデオ機器

からのアナログ映像を、高画質のMPEG2方式

へ、内蔵のMPEG2ハードウェアエンコーダー

「MPEG2 R-Engine」でリアルタイムにエン

コード。CPUの負担を軽減しながら、安定し

た高画質録画を実現しています。

スローシャッター対応、
内蔵型ビデオカメラ《MOTION EYE

モ ー シ ョ ン ・ ア イ

》。

1/6型プログレッシブ35万画素CCDを採用。ま

た、MPEG2での動画撮影や薄暗い場所での撮

影にも強いスローシャッター対応でさらに鮮明

な描写を実現。180°回

転機構により、カメラ

の向きに合わせて、天

地も自動反転します。

無線でブロードバンドに接続できる
2.4GHzワイヤレスLAN PCカードを付属。

別売のワイヤレスLANアクセスポイント（PCWA-

A220）を活用すれば、メールやインターネット

がワイヤレスで楽しめます。
※Wi-Fi（ワイファイ）仕様に適合していることが確認されています。

さまざまな機器とつながる
「Bluetooth機能」搭載。

Bluetooth機能対応の

バイオや携帯電話、ク

リエ、デジタルスチル

カメラなどの機器とつ

ないで、インターネットやデータ交換、リモー

ト撮影などができます。
※詳しくは39ページをご覧ください。※40ページのBluetooth機能に関す
るご注意もあわせてご覧ください。

TVアンテナやネットワーク、
さまざまな関連製品とつながる
ポートリプリケーターを付属。
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映像を撮る。テレビ電話を楽しむ。テレビを見る。

映像の楽しみを連れて出かける、 バイオC1。
内蔵型ビデオカメラ《 MOTION EYE

モ ー シ ョ ン ・ ア イ

》で映像を撮る。

テレビ番組をハードディスクに録画して、好きな時に好きな場所で楽しむ。

バイオC1なら、いつでもどこでも映像と遊べます。

w w w. v a i o . s o n y. c o . j p / C 1

ジョグダイヤル

マジックゲート対応メモリースティックスロット

キャプチャーボタン

内蔵型ビデオカメラ《MOTION EYE》

Bluetoothスイッチ

バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）

PCカードスロット（TYPEⅡ×1）

i.LINK端子 S400（4ピン）

排気口

モノラルマイク入力

ポートリプリケーター端子

DC IN（電源入力端子）

外部ディスプレイ出力端子

ネットワークコネクター

TVアンテナ（VHF/UHF）端子

USBコネクター

AV出力端子

AV入力端子

「Giga Pocket」でテレビを録画。
別売のi.LINKポータブル
DVD-RWドライブでDVDに記録。

付属のポートリプリケーターにTVアンテナを接

続すれば「バイオC1」でテレビ番組の高画質録

画や再生ができます（標準モードで最大約21.5

時間の録画が可能）。インターネット上のiEPG

番組情報サイト＊で「予約ボタン」をクリックし

てスムーズに録画予約。また、録画番組はスマー

トに管理。「バイオC1」でテレビ番組を持ち出し

て、見たいときに再生することができます。さら

に、別売のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ

（PCGA-DVRW1）と接続すれば、「Simple DVD

Maker」を使って、録画したテレビ番組をDVD

に記録することも可能。高画質の映像をテレビ

の大画面で楽しめます。

付属ポートリプリケーター

映像を気軽に撮って、手軽に送信。
Bluetooth機能でリモート撮影も楽しめる
「Smart Capture Premium
（スマート・キャプチャー・プレミアム）」。

《MOTION EYE
モ ー シ ョ ン ・ ア イ

》で撮影した動画や静止画

を、電子メールや「イメージステーション」＊、携

帯電話に手軽に送信。《MOTION
モ ー シ ョ ン

EYE
・ ア イ

》での

高画質MPEG2の長時間動画撮影や、i.LINK端

子でつないだハンディカムなどからの映像の

取り込みも可能。また、Bluetoo th機能を

使って、離れた場所にあるBluetooth機能搭載

サイバーショット（DSC-FX77）のシャッター

を切って、「バイオ

C1」へ画像を記録

できます。
＊http://www.imagestation.jp/

＊ iEPG番組情報サイト「テレビ王国」：http://www.so-net.ne.jp/tv/
※「Giga Pocket」について、詳しくは製品ホームページ（http://www.vaio.
sony.co.jp/C1）をご覧ください。※40ページのDVD-R/-RW・DVD＋R/＋RW
についてのご注意もあわせてご覧ください。※テレビ王国は、ソニー株式会
社の登録商標です。

＊ 相手先のバイオにも「With You Call」がインストールされている必要があり
ます。ハンディカムでWith You Callを使用する場合は、ソフトウェアのバージョ
ンを1.1にアップデートする必要があります。詳しくはVAIOホームページ内［サ
ポート］をご覧ください。 ※「With You Call」によるテレビ電話をご利用にな
るには、テレビ電話接続サービス「MEETテレビ電話サービス」への入会が必要
です（入会費無料）。※40ページの「With You Call」によるテレビ電話について
のご注意もあわせてご覧ください。

MEETテレビ�
電話サービス�

3 接続後は�直接やり取り�

1 友だちを指定� 2 見つけて接続�

バイオC1

インターネット経由�

「ビジュアルコミュニケーションカメラ」�
またはハンディカムを接続したバイオ＊�

通話画面

テレビ電話接続の概念図

各部の名称

ノートブックコンピューター

PCG-C1MZX
オープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：Transmeta CrusoeTM

プロセッサー TM5800  933MHz
□メモリー：256MB（128MBオンボード＋128MB）＊1

/最大384MB
□ハードディスクドライブ：約60GB
□ 8.9型ウルトラワイドSXGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3.5/7/12.5時間＊2

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□ TVチューナー内蔵ポートリプリケーター付属
□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□ネットワークコネクター
□バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）
□ 2.4GHzワイヤレスLAN PCカード付属＊3

□ Bluetooth機能搭載＊3

C1

バ
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オ
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無線でブロードバンドにつながる
2.4GHzワイヤレスLAN搭載。
2.4GHzワイヤレスLAN（IEEE802.11b方式）を搭載。

スイッチひとつで通信可能な、ワイヤレスON/OFF切

換スイッチを装備しています。さらに、NTTコミュニケー

ションズが提供する「ホットスポット」を1日利用できる

「ホットスポット1DAY PASSPORT」（通常24時間利

用：1枚500円）2枚分（24時間利用が2回可能）のプリ

ペイドカードを付属＊。お好みのサービスエリアで気軽に

ご利用ください。＊詳しくは本体に同梱の説明冊子に掲載されています。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。

ノートブックコンピューター

PCG-U101
オープン価格
発売日につきましては、バイオホームページをご覧ください。
http://www.vaio.sony.co.jp/U

□ OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：超低電圧版
モバイルインテル® Celeron®プロセッサー600A MHz

□メモリー：256MB（256MB×1）/最大512MB＊1

□ HDD：約30GB
□ディスプレイ：7.1型XGA対応CGシリコンTFTカラー液晶
□スタミナ：最大約5.5/13.5時間＊2

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□マジックゲート対応メモリースティックスロット
□ネットワークコネクター
□バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）コネクター
□ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載

小さなボディにぎっしり詰まった、モバイルのためのハイスペック。

システム全体の最適化が実現した
ハイパフォーマンス。

CPUには、薄型・軽量のノートブック用にイン

テルが開発した最新モバイルプロセッサーを搭

載。このスタミナとパフォーマンスを両立した

プロセッサーに、システムバス400MHzのイン

テル855PMチップセットを採用し、DDR SD-

RAM 256MBのメインメモリー、3Dアクセラレー

ション対応高速グラフィックアクセラレーター

MOBILITYTM RADEONTM、16MBのビデオメモ

リーを装備。システム全体を最適化し、それぞ

れの性能を最大限に引き出すことで、より高い

パフォーマンスを実現します。

付属のバッテリーで約5.5時間のスタミナ。
新開発の薄型リチウムイオンポリマーバッテリーを

採用。最大約5.5時間＊のスタミナ駆動を実現。また、

別売のバッテリーパック（L）PCGA-BP103U装着時

は、最大約13.5時間＊もの長時間使用が可能です。
＊バッテリー駆動時間は使用状況などにより異なります。

モバイルのために工夫された輝度・
節電ボタン＆CGシリコンモバイル液晶。
使用する環境に応じて、ボタンひとつでディスプレイの

輝度調整ができる輝度・節電ボタンを装備。新開発、

微反射仕様のCGシリコンモバイル液晶の採用により、

節電モードでも屋外で画面が見やすく快適に使えます。

いつも持ち歩けるコンパクトボディ。

約 幅178.8×高さ34.1（最薄部）×奥行

139.5mm、約880gの小型・軽量ボディ。先進の

高性能とスタミ

ナを搭載し、さ

らに、手軽に持

ち歩けるコンパ

クトさも実現し

ました。

バイオ

U

＊1 メモリーを512MBに増設する場合は、出荷
時に装着済みの256MBメモリーモジュールを取
り外す必要があります。＊2 バッテリー駆動時間
はバッテリーパック（S）（本体付属）/バッテリー
パック（L）PCGA-BP103U（別売）、いずれも省電
力モード時で使用した場合です。（バックライト
OFFにて測定）（バックライトをONした場合は、
バッテリーパック（S）で約30分、バッテリーパッ
ク（L）で約1.5時間、それぞれ短くなります）駆動
時間は使用状況や設定などにより上記記載時間
と異なる場合があります。

立ったままでも操れる、
4wayマルチコントローラー。

右上のマルチポインターと、それを取り囲むよ

うに配置された上下左右のカーソルキー（矢印

キー）の操作で、ダブルクリックもドラッグ＆ド

ロップも片手で行えます。また、スクロールに対

応したセンターボタンと、クリック操作のでき

る左右ボタンを左上に配置し、両手での連携操

作も可能。

指定したフォルダを
同期して最新の状態に保つ
「VAIO Synchronizer（バイオ・シンクロナイザー）」。

他のバイオまたは他社製コンピューターの指

定したフォルダを同期して最新の状態に保て

ます。ネットワークが切り換わったり、ファイ

ルが更新されたりし

た時に、自動的に同

期を開始するように

設定することもでき

ます。

快適にスケジュール管理ができる
「CLIE Palm Desktop」。

予定表やアドレス帳、メモ帳などを一括管理

できます。外出先で気軽に情報を入力したり、

スケジュールを確認

したり、「バイオU」

をシステム手帳のよ

うに活用できます。

※このソフトウェアは、一部のクリエに付属する「CLIE Palm Desktop
4.0.1」を、バイオ用にカスタマイズしたものです。クリエとの動作につき
ましては、下記ホームページの対応機種をご確認のうえご使用ください。
クリエ公式ホームページ：http://www.sony.co.jp/CLIE/
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マジックゲート対応
メモリースティックスロット

吸気口

モノラルマイク入力

ステレオヘッドホン出力

USB2.0コネクター

排気口

リリースレバー

ネットワークコネクター

PCカードスロット
（TYPEⅡ×1）

バイオ関連製品専用
DC OUT（電源供給）

i.LINK端子 S400（4ピン）

DC IN（電源入力端子）

USB2.0
コネクター

ディスプレイアダプター
（別売PCGA-DA1S）用

コネクター

右ボタン

左ボタン

センター
ボタン

ズームイン／
ローテーションボタン

マルチポインター

サムフレーズボタン

カーソルキー
（矢印キー）

電源ボタン

スタンバイボタン

輝度・節電ボタン

ワイヤレスLANスイッチ

小さいのに、できる。

小さいから、できる。

バイオU。
180°フルフラットになる小型・軽量ボディに、7.1型XGA対応の液晶を搭載。

モバイルグリップ・スタイルとモバイルブック・スタイルが、軽快な操作を実現。

約5.5時間のスタミナと高度なスペックが魅せるハイパフォーマンス。

毎日を楽しむ性能がつまっている、いちばん小さいバイオです。
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各部の名称
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携帯電話のように
文字を入力できる
ThumbPhraseボタン。

「ThumbPhrase（サムフレーズ）」対応キーを左

手の指で操作して、携帯電話のような文字入力

が可能。「バイオＵ」を持ったままスピーディーに

文字を入力できます。

画面表示を
すばやく拡大できる、
ズーム機能。

ワンタッチですばやく画面を拡大できるズー

ム機能を装備＊。見たい情報や小さい文字を見

やすく表示します。元のサイズにもワンボタ

ンで戻すことが可能。ホームページの閲覧や

メールチェックのときなどに便利です。
＊ 液晶ディスプレイの解像度は、標準で1024×768ドットに設定されて
います。拡大表示した場合には、解像度は800×600ドットになります。

〈ホットスポットサービスについてのお問い合わせ〉
◎ホットスポットホームページ http://www.hotspot.ne.jp  ◎お問い合わせメールアドレス
hotspot@ntt.com  ◎ホットスポットインフォメーションデスク（サービスについてのお問い
合わせ）0120-815244（平日10:00～18:00）◎お問い合わせメールアドレスhotspot@ntt.com

本を読むように
操作できる、
ローテーション機能。

ズーム/ローテーションボタンを1秒以上押す

と、画面表示自体が90°回転。まるで本を読む

ようなスタイルで、カーソルキー（矢印キー）

の操作ができます。「Adobe® Acrobat® eBook

Reader TM」で見

る電子ブックや

ポームページの

閲覧が快適に楽

しめます。
※アプリケーションによっ
てはローテーションに対応
していないものがあります。



メールやインターネットを
家じゅうで楽しむ。

ワイヤレスLANでインターネット回線をバイオノートにつなげ
ば、コードを引き回すことなく、家じゅうでメールやインター
ネットが楽しめます。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP
●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。

●36ページ上の写真は、PCG-FR33/B（手前）、PCV-RZ71PL7（奥）、ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A500、ワイヤレスLAN PCカードPCWA-C700、ネットワークメディアレシーバー「ルームリンク」PCNA-MR1、ワイヤレスLANコンバーターPCWA-DE50、BS・110度デジタルハイビジョンプラズマテレビKDE-P40HX1、専用壁寄せテレビスタンドSU-PC1、5.1チャンネルDVD/SADCシステムDAV-S880の組み合わせです。
●画面はハメコミ合成です。
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5GHzワイヤレスLANアクセスポイント

PCWA-A500オープン価格

●ルーター内蔵のワイヤレスLANアクセスポイント。●縦置きだけではなく、壁掛けにも対
応。●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×2。●DHCPサーバーやUPnP
に対応したルーター機能を内蔵。●64/128ビットWEP対応。●外形寸法：約 幅159×高さ
233×奥行48mm（スタンド奥行91mm）●質量：約1.2kg ●消費電力：約7W

5GHzワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C500 オープン価格
●バイオのPCカードスロットに手軽に装着して使えるワイヤレスLAN PCカード。
PCWA-A520・A500と組み合わせて、高速ワイヤレスLANが楽しめる。●高感度ダイ
バーシティアンテナをPCカードに内蔵。●交信状態を画面上で確認できるユーティリ
ティソフト「ワイヤレスパネル」を付属。●64/128ビットWEP対応。

5GHzワイヤレスLANアクセスポイント（ブリッジタイプ）

PCWA-A520オープン価格

●ルーターを内蔵しないブリッジタイプのワイヤレスLANアクセスポイント。●アンテナ
部を別ユニットとし、より快適な電波条件を実現。●ネットワークコネクター（100BASE-
TX/10BASE-T）×１。●64/128ビットWEP対応。●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）●質量：
340g（ワイヤレスユニット）250g（パワーユニット）●消費電力：約5W

IEEE 802.11b（2.4GHz帯）方式

IEEE 802.11b（2.4GHz帯）方式・IEEE 802.11a（5GHz帯）方式

2.4GHzワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C150S オープン価格
●バイオのPCカードスロットに手軽に装着して使えるワイヤレスLAN PCカード。
PCWA-A220と組み合わせて、高速ワイヤレスLANが楽しめる。●高感度ダイバーシティ
アンテナをコンパクトに内蔵。アンテナ突出部が小さいスリムデザインを採用。●Wi-Fi
（ワイファイ）認証済み。●64/128ビットWEP対応。

2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイント（ブリッジタイプ）

PCWA-A220オープン価格

●ルーターを内蔵しないブリッジタイプのワイヤレスLANアクセスポイント。●大幅な小
型化を実現し、横置き、壁掛けが可能。●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-
T）×1 ●64/128ビットWEP対応。●外形寸法：約 幅78×高さ125×奥行29mm ●質量：
約200g ●消費電力：約4W

2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C700 オープン価格
●バイオのPCカードスロットに手軽に装着して使えるワイヤレスLAN PCカード。PCWA-A520・
A500・A220と組み合わせて、ワイヤレスLANが楽しめる。●2種類のダイバーシティアンテナを
1枚のPCカードに内蔵し、5GHz・2.4GHzの双方に一枚で対応。●ネットワークの切り換えが手
軽に行えるユーティリティソフト「ワイヤレスパネル」を付属。●Wi-Fi（ワイファイ）認証取得予定。
●64/128ビットWEP対応。

映像や音楽の楽しみを家じゅうに広げる。バイオのホームネットワーク。

ホームネットワークを楽しむための、バイオの関連製品。

目的に合わせて選べる、ワイヤレスLAN製品。

2.4GHzワイヤレスLANで快適にインターネット。

家じゅうでメールやインターネットができるのはもちろん、

バイオにためたテレビ番組や音楽、静止画を、

別の部屋のバイオや、リビングのテレビでも楽しめる。

そんな新しい楽しみを、バイオのホームネットワークが実現。

配線のいらないワイヤレスLANで接続すれば、

さらに快適に楽しめます。

無線で快適なホームネットワークを実現するワイヤレスLAN。ワイヤレスLANには、5GHzと2.4GHzの2タイプがあります。

主な違いは、通信速度。5GHzタイプは最大54Mbps、2.4GHzタイプは最大11Mbpsでの通信が可能です。

バイオでの楽しみをテレビやオーディオ機器にも広げる「ルームリンク」。
「ルームリンク」は、バイオとAV機器をホームネットワークでつなぐレシーバー。バイオにためたテレビ番組や音楽、静止画を、大画面テレビや

オーディオ機器で楽しめます。付属の専用リモコンを使って、テレビの操作画面を見ながら、バイオの中にあるAVコンテンツを選んで再生できます。

ワイヤレスでメールやインターネットを楽しんだり、プリンターやイン

ターネット回線を、複数のバイオで共有することができます。さらに、他

のバイオにためた音楽や静止画を聴いたり見たりすることもできます。

「バイオノートZ」や「バイオノート505」、「バイオU」のように、ワイヤレ

スLANを搭載したバイオノートなら、ワイヤレスLANアクセスポイント

を設置するだけで、ホームネットワークがワイヤレスで楽しめます。

バイオのホームネットワークソフト「VAIO Media」を使えば、バイオに保存した

テレビ番組や音楽・静止画を、ホームネットワークでつながった他のバイオ上

の「VAIO Media」から引き出して、見たり聴いたりすることができます。

バイオにためたAVコンテンツを、
他のバイオで再生して楽しめる。
「VAIO Media」

バイオとAV機器をホームネットワー

クで接続できる「ルームリンク」を使

えば、バイオにためたテレビ番組や音

楽、静止画を、「ルームリンク」を中継

して、離れた場所にあるテレビや

オーディオ機器で再生して楽しむこ

とができます。

バイオにためたAVコンテンツを、
テレビの大画面で再生できる。
「ルームリンク」

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
●ネットワークコネクター（100BASE-TX）×1、Sビデオ出力/ビデオ出力/光デジタル音声出
力/ステレオ音声出力×各1●外形寸法：約 幅29（スタンド脚部 幅60mm）×高さ141×奥行
155mm ●質量：約600g（本体）、約50g（スタンド）
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionを搭載したバイオに対応。

5GHzワイヤレスLANコンバーター

PCWA-DE50オープン価格

●バイオや「ルームリンク」のネットワークコネクターにつないで、ワイヤレス接続。（5GHzワ
イヤレスLANアクセスポイントと組み合わせて使用）●アンテナ部を別ユニットとし、より快適
な電波条件を実現。●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1 ●64/128ビット
WEP対応。

バイオのホームネットワークでできること。

※「VAIO Media」および「ルームリンク」を使ったホームネットワークの楽しみについては8～9ページもご覧ください。

◎対応するバイオノート バイオノートNVバイオノートGR バイオノートZバイオノートFR バイオノート505 バイオC1 バイオU

VIDEO MUSIC PHOTO

複数のバイオで
同時にインターネットに接続。

インターネット回線が1つしかなくても、ワイヤレスLANアクセスポ
イントとワイヤレスLAN PCカードを組み合わせれば、複数のバイ
オで同時にインターネットを楽しめます。

バイオ同士でファイルや
プリンターを共有。

複数のバイオをホームネットワークで接続すれば、バイオ同士で
データファイルを交換したり、1台のプリンターを共有すること
ができます。

2.4GHz�
ワイヤレスLAN�
アクセスポイント�

プリンター�

インターネット�

2.4GHz�
ワイヤレス�

LAN�
PCカード�

バイオノート�

2.4GHz�
ワイヤレスLAN�
搭載の�
バイオノート�

IEEE 802.11a（5GHz帯）方式

5GHzならテレビ番組もワイヤレスで楽しめる。

「Giga Pocket」で録画したテレビ番組など、高画質の映像をワイヤレスで

楽しみたい場合は、通信速度の速い5GHzワイヤレスLANがおすすめです。

バイオにためたテレビ番組を、ワイヤレスでつながった他のバイオで見た

り、バイオと「ルームリンク」をワイヤレスで接続して、大画面テレビで楽

しむことができます。ワイヤレスLANアクセスポイントは、ルーター機能

付きのPCWA-A500と、ブリッジタイプのPCWA-A520があり、ルーター

をお持ちでない場合は、PCWA-A500のご使用をおすすめします。

5GHz�
ワイヤレス�

LAN�
PCカード�

5GHz�
ワイヤレスLAN�
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テレビ�
ルームリンク�
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ワイヤレスLAN�
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AVコンテンツを�
ためたバイオ�

バイオノート�

インターネット�

有線で接続する場合�

ワイヤレスで接続する場合�

ルームリンク�
テレビ�

ネットワークケーブル�

ワイヤレスLAN�
アクセスポイント�

AVケーブル�

ワイヤレスLAN�
コンバーター�

ルームリンク�
テレビ�

AVケーブル�
バイオのセッティングや使い方を、スタッフが直接お手伝い。ダイレクトサポートサービス。
「ルームリンク」やワイヤレスLANなどの機器
の設置や接続設定、さらに基本的な使用方法
のご説明まで、ソニーのスタッフがご自宅まで
おうかがいしてサポートいたします。

ワイヤレスLANインターネット設定
「ルームリンク」設置

「ルームリンク」使用方法のご説明

6,000円
有線：7,000円
無線：9,000円
5,000円（1時間まで）

サービス
の一例

※訪問料（6,000円）および消費税は別途ご請求させていただきます。なお、左記は
2002年12月現在の料金であり、変更になる場合があります。※離島など一部の地
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ので、あらかじめご了承く
ださい。※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、
ソニー「e-Support」ホームページをご覧ください。

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

※「VAIO Media」および「ルームリンク」でテレビ番組の再生を行なうには、「Giga Pocket」搭載バイオとのネットワーク接続が必要です。

他のバイオから
ワイヤレスで
AVコンテンツを
呼び出せる。

AVコンテンツを
ストック。

リビングのテレビでも
バイオのAVコンテンツを

楽しめる。

「ルームリンク」とテレビやオーディオ機器などのAV機器をAVケーブルで接続。
「ルームリンク」とバイオの間はネットワーク（LAN）ケーブルでつなぎます。

「ルームリンク」とバイオとの接続は、5GHzワイヤレスLANで接続することもできます。

※PCWA-A520・A220の使用には、IPアドレスが1つ必要となります。※PCWA-A520・A220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-DE50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。※アクセスポイントを使用せず、PCWA-DE50を2つ使用しての直接通信はできません。※PCWA-C150S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。※40ページの「VAIO Media」「ルームリンク」についてのご注意、およびワイヤレスLANについてのご注意もご覧ください。

詳しくは、裏表紙をご覧ください。



ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。●写真はPCG-V505R/PB（38ページ・上、39ページ）、PCG-FR33/B（38ページ・下）です。●写真のデジタルビデオカメラレコーダーDCR-PC101Kは別売です。●画面はハメコミ合成です。

家の中で、外出先で、ワイヤレスで手軽につながるBluetooth機能。

●Bluetooth機能搭載機器とワイヤレスで画像交換が可
能。●回転レンズ。●USBクレードル同梱。●約0.9秒の
高速起動を実現。●有効400万画素。●外形寸法：約 幅
98.1×高さ71×奥行27mm●質量：約157g（本体のみ）

“メモリースティック”デジタルスチルカメラ

DSC-FX77オープン価格 ●200万画素CCD「回転カメラ」搭載。●Bluetooth対応機
器とワイヤレスで通信可能。●装着したまま携帯できるス
リムクレードル採用。●外形寸法：約 幅75×高さ141×
奥行22.2mm（カメラ部を除く）●質量：本体約293g（ス
タイラス、バッテリー含む）

パーソナルエンターテインメントオーガナイザー

PEG-NZ90 オープン価格
お問い合わせ先 0120-800-000（無料）
http://www.nttdocomo.co.jp/

ドコモBluetooth機能搭載PHS

ブラウザホン633S

バイオノートのUSBコネクターに差し込んで、Bluetooth機能によるワイヤレス通信が

できます。「Bluetooth」は、世界2000社以上の企業が参加して標準化されたグローバル

な無線通信規格です。Bluetooth機能搭載PHSなどと組み合わせれば、外出先でもス

マートにメールやインターネットが楽しめます。また、Bluetooth機能搭載または

Bluetooth USBアダプターを装着したバイオノートとのデータ通信や、Bluetooth機能

搭載のデジタルスチルカメラと通信し、バイオノート＊側からの操作でリモート撮影・

定点観測が可能です。

＊「Network Smart Capture」搭載のバイオノート。
※40ページのBluetooth機能に関するご注意もあわせてご覧ください。※ソニー製Bluetooth機能搭載機種の互換
性を確認できます。Sony Bluetoothプロダクトインフォメーションhttp://www.sony.jp/products/bluetooth/

●プラグアンドプレイに対応のUSB接続。●通信可能な状態になるとランプが点灯
してお知らせ。●外形寸法：約 幅17.0×高さ8.5×奥行41.3mm（最大突起部含む）
●質量：約5g●Bluetooth機能搭載機器との接続を行うユーティリティーソフトウェ
ア「BlueSpace Ver.2.2」を付属。●通信距離：見通し距離最長10m 
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionを搭載したノートブッ
ク型バイオに対応（Bluetooth機能搭載機種は除く）。

Bluetooth USBアダプター

PCGA-BA1オープン価格

Bluetooth機能搭載�
デジタルスチルカメラ（別売）�

Bluetooth USBアダプター（別売）�
を装着したバイオ（別売）�

Bluetooth機能搭載のバイオノート�
または�
Bluetooth USBアダプター（別売）�
を装着したバイオ（別売）�

データ�
転送�

インター�
ネット�

データ�
転送�

ファイル�
共有�

Bluetooth機能搭載�
クリエ（別売）�

Bluetooth機能搭載�
PHS（別売）�

Bluetoothによるワイヤレス通信概念図

バイオノートの楽しみをパワーアップする関連製品。
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＊1 PCG-Z**・R505W**・R505Q**・R505X**・R505V**・R505S**・R505J**、PCG-SRX**、PCG-C1M**、PCG-U**（「*」は任意の英数字）＊2 PCG-V1**、PCG-R505**、PCG-SRX**、PCG-C1M**、PCG-U**（「*」は任意の英数字）
※ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合があります。※ご使用のディスクによっては、再生できない場合があります。※本ドライブでは地域番号（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。※ソフトによっては再生できないものもあります。※ソニー製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。ただし、ビデオレコーディング（VR）フォーマット、およびマルチボーダー記録されたDVD-R/RWディス
クの読み込みには対応しておりません。※40ページの「デジタルビデオ編集」についてのご注意および、DVD-R/-RW・DVD＋R/＋RWについてのご注意もあわせてご覧ください。

●250GB（PCVA-HD25）・120GB（PCVA-HD12）の大容量ハードディ
スクドライブ。●高速データ転送可能。（最大35MB/秒）●バックアップ
ソフト「HD革命/BackUp Lite（Windows XP/2000対応）」付属。●バイ
オのi.LINK端子に接続してすぐに使えるホットプラグ＆プレイ仕様。デ
ジタルビデオ編集やGiga Pocketでのテレビ録画など、大容量のデータ
保存に役立ちます。●端子：i.LINK（IEEE1394端子）6ピン×2●外形
寸法：幅171×高さ58×奥行304mm●質量：約2.4kg（本体のみ）
※ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台ま
で接続して使用できます。

i.LINK DVD-ROMドライブ

PCGA-DVD1/Aオープン価格

●高速データ転送かつプラグアンドプレイを実現するi.LINK接続の
ポータブルDVDドライブ。●スペースを有効に活用できる縦置き用ス
タンドを付属。●付属の専用ケーブル（i.LINK（4ピン）端子とバイオ
関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル）で接続し、ACアダプ
ターなしで動作が可能＊1。●本ドライブにてリカバリーが可能＊2。
●ACアダプターは付属しません。●付属ソフトウェア：「WinDVD 4
for VAIO」●読み出し速度：最大約24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大
約8倍速（DVD-ROM）●外形寸法：幅144×高さ21×奥行154mm（本
体のみ）●質量：約450g（本体のみ）

バイオのUSBコネクターに接続し、本体のキャプチャーボタンを押すだけで、高

画質の静止画や音声入りの動画をバイオに取り込めます。付属のソフトウェア

「With You Call」や「Network Smart Capture」を使って、テレビ電話や定点カメ

ラなどのビジュアルコミュニケーションを楽しめます。

●自然な発色の美しい映像を実現する、新開発のCMOSセンサー。●カメラヘッドが下方向に回転、アングル変更も手軽。●マ
イク内蔵で、テレビ電話はヘッドセットを使わずに快適に楽しめる。●撮像素子：1/5.5型37万画素（有効31万画素）●外形寸
法：約幅60×高さ34×奥行33mm ●質量：約42g（本体のみ）
※ Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edit ion/Windows® Millennium Edit ion/Windows® 2000
Professional/Windows® 98 Second Editionを搭載したバイオに対応。※40ページの「With You Call」によるテレビ電話につい
てのご注意もあわせてご覧ください。

ビジュアルコミュニケーションカメラ

PCGA-UVC10
オープン価格

バイオにつないでテレビ電話や画像のキャプチャーができる「ビジュアルコミュニケーションカメラ」。

With You Call
手軽な操作で、相手の
顔を見ながら最大VGA
サイズ（640×480ピク
セル）で1対1のテレビ
電話が楽しめます。

Network
Smart Capture
撮った映像をすぐに
メールに添付して送
信できます。ペットの

観察などに活用できる「定点観測モード」搭載。

《撮る楽しさがふくらむソフトウェアを付属》

Click to DVD
ハンディカムとバイオをつないで、動画の取り込みから
DVD作成まで手軽な操作で行えます。

《記録する楽しみを広げるソフトウェアを付属》

バイオノートと一緒に手軽に持ち歩ける、ポータブルタイプのDVD-RWドライブ。

録画したテレビ番組や、オリジナルのビデオ作品を、高画質のDVDに記録できます。

i.LINK端子を2ポート装備し、ハンディカムとバイオノートを同時に接続できます。

●スペースを有効に活用できる縦置き用スタンドを付属。●i.LINK（4ピン）端子を2ポート装備。●付属の専用ケーブル
（i.LINK（4ピン）端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル）で接続すれば、ACアダプターなしで動作が可能＊1。
●付属ソフトウェア：「Click to DVD」「Drag'n Drop CD（DVD対応）」「WinDVD 4 for VAIO」●読み出し：最大約24倍速
（CD-ROM、CD-R）、最大約8倍速（DVD-ROM）●書き込み：最大約16倍速（CD-R）、最大約10倍速（CD-RW）、最大約1倍速
（DVD-R、DVD-RW）●バッファーアンダーランエラー防止機能●外形寸法：幅144×高さ21×奥行154mm（最大突起部含
む）●質量：約410g（本体のみ） ※High Speed CD-RWディスクへの書き込みに対応しております。

i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ

PCGA-DVRW1
オープン価格

撮りためた映像を高画質のDVDに記録できる「i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ」。

●バイオと一緒に手軽に持ち歩けるポータブルタイプ。
●コンパクトながら60GBの容量を実現。●専用ケーブル
（i.LINK（4ピン）端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の
一体型ケーブル）で接続すれば、ACアダプターなしで動作
が可能＊1。●持ち運び時には専用ケーブルを本体に収納で
きます。●付属品：収納ポーチ、i.LINKケーブル、ACアダ
プター●外形寸法：約 幅120×高さ19×奥行107mm（突
起部含まず）●質量：約220g

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

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

●外形寸法：幅111×高さ17.5×奥
行150mm（本体のみ）●質量：約
285g

USBフロッピーディスクドライブ

PCGA-UFD5
オープン価格

ポートリプリケーター

PCGA-PRGX1オープン価格

●外部端子：DC IN×1、USB×2、ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1、シリアルポート×
1、プリンターポート×1、キーボード/マウスポート（PS/2）×1、外部ディスプレイ出力×1、S映像出力×1、コン
ポジットビデオ出力（NTSC/ PAL対応、ピンジャック）×1、ステレオ音声入力（ピンジャック）×1、ステレオ音
声出力（ピンジャック）×1●外形寸法：約幅370×高さ43.2×奥行107.6mm●質量：約620g 
※テレビチューナーは内蔵していません。本体に装着してもテレビ録画機能は使用できません。

IC記録メディア「メモリースティック」

MSA-32AN（32MB）オープン価格
MSA-64AN（64MB）オープン価格
MSA-128A（128MB）オープン価格
※著作権保護された音楽データの記録はできません。

著作権保護対応IC記録メディア
「マジックゲートメモリースティック」

MSG-128A（128MB）オープン価格

拡張して、使いやすさをパワーアップ。モデル別専用関連製品。

ポートリプリケーター

PCGA-PRV1オープン価格

●外部端子：DC IN×1、USB×3、ネットワークコネクター（100BASE-
TX/10BASE-T）×1、プリンターポート×1、外部ディスプレイ出力（DVI-
Dタイプ）×1、外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）×1
●外形寸法：約幅282×高さ48×奥行166mm ●質量：約650g

アクティブスピーカーシステム

PCGA-SP1オープン価格

●コンパクトながら、迫力の重低音を再現。●バイオノートにマッ
チするデザイン。●バーチャルサラウンド機能で、横方向への音
の広がりを実現。●実用最大出力：3W＋3W＊●定格入力：10Ｗ
●最大外形寸法：約 幅89×高さ209×奥行124mm●質量：左
スピーカー約400g、右スピーカー約490g●電源：DC 12V

＊ JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）規定による測定値です。

USB光学式マウス

PCGA-UMS5オープン価格

●ゴミやホコリがつまらない光学センサー採用。●わずかな動作でカーソ
ルを画面の端まで動かせる分解能800カウント。●本体のUSB端子に接
続してすぐに使用可能。●ホイール搭載でスクロール機能に対応。●手の
ひらにフィットする標準サイズ。●分解能：800カウント（1インチあた
り）●外形寸法：約 幅64.5×高さ36.5×奥行121.5mm●質量：約105g
●ケーブル長：約80cm

※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、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。

手軽につなぐ。さらに楽しく快適に。バイオ関連製品。

ジョグリモートコントローラー

PCGA-JRH1オープン価格

●ジョグダイヤルを搭載。手もとでプログラムの起動や、
「SonicStage」など多彩なアプリケーションの基本操作が可能。
●液晶画面で自作アニメーションが楽しめる「Flip Animator」を
付属。●バイオロゴ入りヘッドホンを付属。USBデジタルオーディ
オでクリアな音質を楽しめます。●外形寸法 : 幅85×高さ38×
奥行14mm（ジョグコントローラー、最大突起部除く）●質量 :
約52g（本体）

USBマウス

PCGA-UMS1/Aオープン価格

●モバイルに最適な小型サイズ。●本体のUSB端子に接続して使用。
●ホイール搭載でスクロール機能に対応。●持ち運びに便利なコード巻
き付け式。●外形寸法：幅55×高さ30.6×奥行97.3mm（本体のみ）
●ケーブル長：約80cm●質量：約110g
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows®

2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second
Edition/Windows®98をプリインストールしたノート型バイオに対応。

USBテンキーボード

PCGA-UTK1オープン価格

●快適なキータッチのステンレスメカキーの採用で、キーの安定
化と静音性を実現。●キートップとパネルに、高級感と耐久性を
兼ね備えたアルミ素材を使用。●バイオノート専用USBマウス
が接続できる便利なUSBコネクター付き。
●外形寸法：約幅86×高さ26×奥行117㎜
●キーピッチ：19mm●質量：240g

テンキー ベイ ユニット

PCGA-TKN1オープン価格

●家計簿や表計算の数字入力に便利。●バイオノートNV本体と同じ
キーボードを採用。●キーピッチ：約19mm、キーストローク：約3mm
●外形寸法：約幅106×高さ15×奥行141mm

ポートリプリケーター

PCGA-PRGR2オープン価格

●外部端子：DC IN×1、USB×2、ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1、シリアルポー
ト×1、プリンターポート×1、キーボード／マウスポート（PS/2）×1、外部ディスプレイ出力×1、S映像出力×
1、AV出力×1、ステレオ音声入力×1●外形寸法：約幅312×高さ38.7×奥行100.5mm●質量：約470g

PCG-
GRV99G/P

PCG-
GRV88G

PCG-
GRZ77/B
PCG-

GRS55/B

ポートリプリケーター

PCGA-PRZ1オープン価格

●外部端子：DC IN×1、USB2.0×3、ネットワークコネクター（100BASE-
TX/10BASE-T）×1、プリンターポート×1、外部ディスプレイ出力（DVI-D
タイプ）×1、外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）×1 ●外
形寸法：約幅318×高さ48×奥行160mm ●質量：約520g

DVD-RW CD-RW

DVD-R CD-R

DVD-ROM CD-ROM

◎対応メディア

◎対応メディア

DVD-ROM CD-ROM

◎対応するバイオノート バイオノートNVバイオノートGR バイオノートZバイオノートFR バイオノート505 バイオC1 バイオU

AIBOのおなかでディスプレイを
いつもきれいに。
ふきふきAIBO

KCT-ER310C（アイボリー）
KCT-ER310H（グレー）
希望小売価格1,480円（税別）

●おなかの部分のクリーニングクロスで、バイオの画面などについたホコリやゴ
ミを拭き取れます。●外形寸法：幅110×高さ175×奥行145mm（立たせた状態）
※他の衣類等とは別に洗ってください。※乾燥機のご使用はお控えください。※「AIBO」お
よび「AIBO OFFICIAL GOODS」ロゴはソニー株式会社の商標または登録商標です。



ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP ●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。40 41

スマートバッグCX

PCGA-MBC12オープン価格

●LUGGAGE LABEL、PORTERなどのブランドでおなじみの
「 カバン」（株式会社 ）とソニーの共同開発。●バイオC1、
バイオU用キャリングバッグ。●外形寸法：約 幅290×高さ170×
奥行110mm ●質量：約410g ●色：グレー●材質：ナイロン
※LUGGAGE LABEL、PORTERは株式会社 の登録商標です。

キャリングポーチ

PCGA-CPE1オープン価格

●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用し、傷な
どから本体を守ります。●型押しの「VAIO」ロゴ入り。●ミニポー
チ付属。●外形寸法：約 幅390×高さ335mm（ポーチ）、約 幅
230×高さ180mm（ミニポーチ）●質量：約230g（ポーチ）、約
80g（ミニポーチ）●カラー：ネイビーブルー
※PCG-GRZ77/B・GRS55/Bには対応しておりません。

キャリングポーチ

PCGA-CPD1オープン価格

●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用。傷などから本体
を守ります。●型押しの「VAIO」ロゴ入り。●ミニポーチ付属。●外形寸
法：約 幅380×高さ310mm（ポーチ）、約 幅230×高さ180mm（ミニポー
チ）●質量：約190g（ポーチ）、約80g（ミニポーチ）●カラー：ネイビー
ブルー※PCG-GRV**（「*」は任意の英数字）には対応しておりません。

スマートに持ち運ぶ。キズから守る。バイオノート専用ポーチ＆バッグ。

バイオノートに関するご注意

スマートバッグDX

PCGA-MBC52オープン価格

●収納をPCゾーンとアクセサリーゾーンに分けた使いやすいスタイ
ル。●バッテリーやACアダプターなどの関連製品、携帯電話を収納
できる多彩なポケット付き。●肩ひもは、持ち歩く際の負担を軽減
する通気性の良いメッシュ製。●外形寸法：約 幅300×高さ380×
奥行130mm●質量：約635g●色：ブラック●材質：ナイロン
※PCG-GRV**（「*」は任意の英数字）には対応しておりません。

セミハードケース

PCGA-CK5Zオープン価格

●型くずれせず持ちやすいセミハードタイプ。●しっかり本体
を守る4層レイヤーの布地。●「VAIO」ロゴを彫り込んだヘアラ
イン加工のアルミプレート。●外形寸法：約 幅355×高さ
275mm ●質量：約500g ●カラー：ブラック
※大容量バッテリー装着時にも収納できます。

キャリングポーチ

PCGA-CP11オープン価格

●クッション性を備えたエアメッシュ地が本体の傷つきを防止。
●「VAIO」ロゴ入り。●外形寸法：約 幅275×高さ175mm（本体用
ポーチ）、約 幅100×高さ175mm（小物アクセサリー用ポーチ）●質
量：約75g（本体用ポーチ）、約20g（小物アクセサリー用ポーチ）●カ
ラー：グレー（H）、オレンジ（D）、バイオレット（V）、ブラック（B）

トートバッグ

PCGA-MBT5オープン価格

●スタイリッシュでコンパクトながら十分な収納力、使い勝手の
よさを実現。●ホコリや傷から守るPC専用インナー、大型ポケッ
トの他8つのポケットを装備。●肩掛けも手持ちも可能なスト
ラップ。●外形寸法：約 幅300×高さ370×奥行100mm（把手長
さ530mm）●質量：約400g ●色：ブラック●材質：ナイロン

スマートバッグBX

PCGA-MBB5A1オープン価格

●出し入れしやすいポケット型。本体に大容量バッテリーを装着し
たままでも固定可能。●収納ポケットの下の空間と、底部のプロ
テクションで、衝撃を緩和。●関連製品を収納できるポケット付
き。●小物収納スペースを豊富に装備。●パッド付きショルダー
ベルトを付属。●外形寸法：約 幅380×高さ290×奥行130mm
●質量：約1.2kg●色：濃紺

キャリングバッグ

PCGA-MBGT1オープン価格

●「バイオC1」をぴったり収納できるキャリングバッグ。●PCカー
ド入れ付属。●外形寸法：約 幅280×高さ210×奥行75mm（本
体用）、約 幅70×高さ130×奥行25mm（PCカード入れ）●質
量：約510g（本体用）、約30g（PCカード入れ）●色：ブラック

いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。

使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。

バイオのコンディションを整えて、トラブル回避。

バイオの最新情報や、楽しい使い方をご提供。

バイオの基礎を楽しく学べる

「How to VAIO」

「CyberSupport for VAIO」

定評あるWindowsの入門書

「できるWindows XP for VAIO」

アップデート情報をお知らせ

「VAIO Update（バイオアップデート）」
バイオをより快適に使うためのアップデートプログラムや重要なお知らせを、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一目でわかります。
※PCG-NV55E/B、PCG-C1MZXを除く。

VAIOホームページ

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソ
フトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる
情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news（無料メールニュース）

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方
には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

◎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］をご覧ください。（http://vcl.vaio.sony.co.jp/ ）

Windows® XP Professional搭載モデルのためのアドバンストサポート

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
機種ごとのサポート情報：ソフトウェアのアップデートから関連製品の接続情報まで、サポート情報を掲載しています。
Q&A Search：わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。
マイサポーター：ご所有の機種に対応したサポート情報やご案内を自動的に表示・ご提供するサービスです。技術的なご質問をホームページ上
で受け付け、電話または電子メールにてご回答する「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。
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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・サービスサイト。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。

サ
ー
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困ったこと、わからないことは、スマートに解決。

電話で相談

「VAIOカスタマーリンク」
使い方ご相談窓口：VAIOカスタマーご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。
引き取り修理：運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間（VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間）。
修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

対象モデル：PCG-GRV99G/P、PCG-Z1/P、PCG-V505R/PB

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

3年間の延長修理をご提供する

「VAIOセーフティープラス」

VAIOご登録カスタマーを対象に、ご所有のバ

イオの3年間の延長修理などを承るサービスを

有償にてご提供しています。詳しくはVAIOホー

ムページ上のご案内をご覧ください。

バイオノートを海外でお使いになる場合に便利な

「VAIO Overseas Service」

日本国内でご購入いただいたノートブック型バイ

オを海外でご使用の場合に、日本のVAIOカスタ

マーリンクでのサポートや、現地での修理などを

承るサービスです（有償）。

※バイオUは除く。※サービス対象地域は限られます。

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

http://www.vaio.sony.co.jp/ http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/

http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/ http://www.vaio.sony.co.jp/VOS/

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、［UPGRADE AREA］などで提供されるさまざまなサービ
スや製品をご利用・ご購入いただけます。

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）」
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。

バイオの使い方を学べるツール

キャリングポーチ

PCGA-CPU2オープン価格

●クッション性に優れた素材で本体の傷つきを防止。●おそろいの筒
型ミニポーチを付属。●外形寸法：約 幅210×高さ155×奥行70mm
（本体ポーチ）、約 幅70×高さ155mm（ミニポーチ）●質量：約100g
（本体ポーチ）、約40g（ミニポーチ）●色：ブラック●素材：ナイロン
※大容量バッテリー装着時にも収納できます。

キャリングポーチ

PCGA-CP5Vオープン価格

●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用。傷など
から本体を守ります。●ミニポーチ付属。●外形寸法：約 幅
330×高さ280mm（ポーチ）、約 幅230×高さ180mm（ミニポー
チ）●質量：約180g（ポーチ）、約80g（ミニポーチ）●カラー：ブ
ルーバイオレッド

◎対応するバイオノート バイオノートNVバイオノートGR バイオノートZバイオノートFR バイオノート505 バイオC1 バイオU

「VAIO Media」「ルームリンク」についてのご注意

●ネットワーク上の異なるサブネットに接続されているバイオ間、およびバイオと「ルームリンク」PCNA-MR1の間で本機能を使用することはできません。●
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・家庭外のネットワークに接続しない ●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。●「VAIO Media」搭載のバイオは「VAIO Media」のインストーラーをハードディスク内に備
えており、これをインストールすることで、他のバイオをクライアント（コンテンツの受け手）として使用できます（動作環境：Windows XP Professional、
Windows XP Home Editionを搭載したバイオ）。●なお、「VAIO Media」非搭載のバイオをサーバー（コンテンツの保存元）としても使用するには、「VAIO
Media Platform」をはじめとするサーバーソフトウェア群が別途必要です。これらは、VAIOホームページ内［UPGRADE AREA］にてご提供しています（有償）。

DVDビデオ再生についてのご注意

●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。
●DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源でのご使用をおすすめします。

DVD-R/-RW・DVD＋R/＋RWについてのご注意

●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（DVD Player
Ver.2.00以降。ただしDVD-Rのみ）での 再生を確認しています。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。●書き込み対応ディスク：DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0に準拠したディスク、DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1に
準拠したディスクに準拠したディスクに対応しています。 ※“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。

「With You Call」によるテレビ電話についてのご注意

「With You Call」によるテレビ電話をご利用になるには、テレビ電話接続サービス「MEETテレビ電話サービス」への入会が必要です（入会費無料）。2003年3月
現在、先行サービス期間として無料でご利用いただけますが、今後は提携インターネット・サービス・プロバイダーより月額定額制の有料サービスとして提供
する予定です。サービスについての詳細情報・最新情報は「MEETテレビ電話サービス」ホームページをご覧ください。http://www.meetid.net/index.html 
●「With You Call」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、通信者双方がご
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。詳細は、VAIOホームページ［サポート］をご覧ください。

Bluetooth機能に関するご注意

●Bluetooth機器はすべての機器間で接続動作が確認されているものではありません。動作環境と接続の可否をご確認ください。●Bluetooth機能
搭載バイオやBluetooth関連製品の組み合わせによっては、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。最新情報をVAIOホームペー
ジ内［サポート］（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）のダウンロードページにてご確認ください。●Bluetooth機能でワイヤレス通信できる範囲は見通し約
100m～10mです。●最大通信速度は723kbpsです。●通信速度、通信距離は、周囲の電波状況、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。また、電波状況によっては通信が切断される場合もあります。●1台のバイオでBluetooth機能とワイヤレスLAN
（IEEE802.11b）の同時使用は通信速度などに影響を及ぼす場合がありますので推奨いたしません。●インターネットへの接続は、別売Bluetooth
モデムステーション（PCGA-BM1）または別売NTTドコモのBluetooth機能搭載PHS（ブラウザホン633S）などのBluetooth機能搭載機器と直接通
信している場合のみ可能です。●インターネットへの接続は同時に1台までとなります。

メモリースティックについてのご注意

「メモリースティック デュオ」をメモリースティックスロットに挿入する際は、必ず専用アダプターに装着した状態で、正しい挿入方向をご確認の
うえ挿入してください。使用方法を誤ると機器に不具合が生じることがあります。

ワイヤレスLANについてのご注意

●ワイヤレスLANによる通信は、周囲の電波の状況、障害物、設置環境、距離などによって通信速度が左右されます。そのため、音楽や映像データをワイヤレ
スLAN経由で再生する場合、環境によっては、再生映像や音声が途切れたり、再生できない場合があります。特に、金属やコンクリート、水分を含む素材が障
害物となる場合に通信速度が減衰します。●目安として、MPEG2標準形式（4Mbps）の映像データをIEEE802.11a（5GHz）方式のワイヤレスLAN経由で再
生する場合、一般的な木造住宅でおよそ10m、壁1～2枚程の遮蔽ならば多くの場合で再生が行なえます。ただし、壁の材質や厚さなど、環境によって異なり
ます。通信距離は保証できませんのでご了承ください。●正常に再生できない場合は、ワイヤレスLAN製品を近づけたり向きをかえるなど、配置を変えるこ
とで通信速度が向上し、再生映像や音声の途切れが改善される場合があります。●MPEG2形式の映像をワイヤレスLAN経由で再生する場合は、5GHzワイ
ヤレスLAN製品をご使用ください。またその際、ワイヤレスLANアクセスポイントは、映像のサーバーとなるバイオと有線で接続することをお奨めします。

「Giga Pocket」に関するご注意

●CATVの受信はサービス（放送）の行われている地域のみ可能です。CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。な
お、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画はできません。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください。●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。●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、録画が途切れることが
あります。●アナログ入力における注意事項：以下のような同期信号が乱れた映像を入力した際に、映像が途切れたり、取り込みに失敗することがあり
ます。・ノイズの多い映像や乱れた映像を入力したとき・ビデオテープのつなぎ録りをした部分の再生映像を入力したとき・ビデオカメラレコーダーの
録画時に振動や揺れを加えて撮ったビデオテープの再生映像を入力したとき・何らかの原因で入力映像の同期信号が乱れたとき●著作権保護の信号が
記録されているソフトおよび放送は録画できません。●バイオのビデオ出力端子に接続されたテレビなどに、「Giga Pocket」の録画映像やテレビ放送の
画面のみを出力するためには、Windows画面のプロパティで表示する解像度を1024×768などに変更した上で、全画面表示にする必要があります。
●「Giga Pocket」は、搭載モデルにより一部機能が異なります。モデルごとの機能の詳細はVAIOホームページ内の製品カタログページをご覧ください。

「デジタルビデオ編集」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.1.1、DVgate Ver.2.6、
MovieShaker Ver.3.3は、現在、ソニーが2002年12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機器およびMICROMV機器（DVgate除
く）各モデル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。

「SonicStage」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　　　　　　はソニー株式会社の商標です。

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。

CD再生/録音についてのご注意

本製品では、コンパクトディスク（CD）規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスクは動作、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、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。



統合ソフトウェア
●ワープロ
●表計算
●個人情報管理
●マルチメディア統合辞典
●オフィス学習

Microsoft®

Office XP Personal＊6
●Word 2002
●Excel 2002
●Outlook® 2002
●Outlook®Plus! Ver.2.0
●Bookshelf® Basic 3.0
●Step By Step Interactive＊7

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP

楽しみがふくらむソフトウェア。

Microsoft® Windows® XP
Home Edition＊1

Microsoft® Windows® XP
Professional＊1

DV動画/静止画入出力/簡易編集

DVgate Ver.2.6
（MPEG2変換対応）

電子メール

Microsoft®

Outlook Express 6

インターネットブラウザー

Microsoft®

Internet Explorer 6

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 Ver.3.1

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）

@niftyでインターネット

AOL 7.0 for Windows

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

AV再生・ストリームプレーヤー

RealOneTM Player

Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー

PicoPlayer Ver.5.1＊3

（MPEG1・2再生可能）

CD-R/RWライティングソフトウェア

Drag'n Drop CD Ver.2.1＊8

デジタルマップナビゲーター

Navin' You Ver.5.5

Giga Pocket DVD作成ツール

Simple DVD Maker
Ver.1.2

Giga Pocketリモート予約

iRCommander Ver.1.2

DVD-R/RW・CD-R/RWライティングソフトウェア

Drag'n Drop CD+DVD Ver.3.0＊8＊9

動画編集・加工

Adobe® Premiere® 6 LE
日本語版

DVD再生ソフト

WinDVD 4 for VAIO＊5

DVD再生ソフト

WinDVD 4 for VAIO
（ドルビーヘッドホン対応）＊5

3DCG作成

LightWave 3D express for VAIO

お絵かきソフト

キッドピクス3 for Windows

サウンド編集

DigiOnSound® 2 L.E.
for VAIO

デジタルビデオを高精度に編集。

OpenMG対応音楽ファイル管理/再生ソフト

SonicStage Ver.1.5

お気に入りの音楽を
バイオで再生・管理・MDへ転送。

DVD作成ソフト

Click to DVD Ver.1.1

ハンディカムの映像を
ワンクリックでDVDに。

静止画管理／加工／プリント総合ソフト

PictureGear Studio
Ver.1.0

ポストカードやフォトアルバム
づくりを手軽に楽しむ。

オンラインビジュアルコミュニケーション

Q-zé Talk（キュゼ・トーク）Ver.1.2

ビジュアルコミュニケーション

Smart Capture Premium Ver.1.2

テレビ電話

With You Call Ver.1.0

ビジュアルコミュニケーション

Network Smart Capture Ver.1.1

カメラをつないでメール送信、
定点観測。

VAIOマニュアル

CyberSupport for VAIO Ver.4.1

バイオの使い方や楽しみ方を調べる。

サポートツール

VAIO Update Ver.1.0

最新のアップデート情報をお知らせ。

バイオを楽しむための入り口。

バイオの基礎を学習

How to VAIO Ver.1.5

ジョグダイヤルツール

Jog Dial Navigator Ver.1.1

OS

テレビ録画

テレビ録画/管理/再生統合ソフト

Giga Pocket Ver.5.0

テレビ番組をバイオに録画。

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

音楽と映像をつないで重ねて遊ぶ。

静止画作成・加工（フォトレタッチ）

Adobe® Photoshop®

Elements 2.0

統合サーバー環境

VAIO Media Platform Ver.2.0

音楽・静止画・ビデオ統合プレーヤー

VAIO Media Ver.2.1

ホームネットワークで
音楽や映像を楽しむ。

インターネットフィルタリング

i-フィルター
Personal Edition

バイオ専用ソフトウェアランチャー

バイオメニュー

PCG-
GRV99G/P
のみ

PCG-
V505/B
のみ

PCG-
GRV88G
・

GRZ77/B
・

GRS55/B

PCG-
V505R/PB
のみ

PCG-
GRV99G/P
のみ

Premiereプラグイン

VAIO Edit Components 
Ver.2.1 LE PCG-

GRV99G/P
のみ

PCG-
GRV99G/P
・

GRV88G

PCG-
GRV99G/P
・

GRV88G

PCG-
GRV99G/P
・

GRV88G

ビデオ編集・再生

ビデオ編集・再生

DVD作成

動画編集・加工

MovieShaker Ver.3.3
（MPEG2変換対応）

遊び感覚で
ムービーづくりが楽しめる。

静止画・写真

ホームネットワーク

コミュニケーション

家計簿ソフト

てきぱき家計簿マム3

はがき・年賀状作成

筆ぐるめ for VAIO

PDFビューワー
Adobe® Acrobat® Reader 5.1J

電車交通案内

乗換案内時刻表対応版

eBookビューワー

Adobe® Acrobat®

eBook ReaderTM 2.2

医学辞典

時事通信社「家庭の医学」デジタル版Ⅱ

実用ツールインターネット・メール

ネットワーク切換ツール

Smart Network Ver.2.0

ワープロ・表計算

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

情報配信

Grami Best Selection/Grami Stick

VAIOオリジナル壁紙

VAIO壁紙

その他

＊1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います（Office XP Personalは除く）。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。＊2 Service Pack 1をインストールした状態で出
荷しています。＊3 PCG-GRV99G/P・GRV88G、バイオC1以外の機種においては、「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体ではご使用できません。＊4 PCG-NV55E/B、PCG-C1MZXにはRealPlayer®8 Basic搭載。＊5 市販パッケ
ージ版の製品とは一部機能が異なります。＊6 Service Pack 2を含みます。PCG-NV55E/BはService Pack 1を含みます。＊7「Microsoft® Office XP Personal Step By Step Interactive」は、CD-ROMで付属しています。＊8 パケットライト形式での記録機能は備えていませ
ん。＊9 DVD-R/RWへの追記ができません。＊10 パフォーマンスバランサーも含む。 ※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。※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種があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています。※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。

「Windows® XP Professional」を搭載。※PCG-GRV99G/P、PCG-Z1/P、PCG-V505R/PB。
Windows® XP Professionalは、プ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。

音

PCG-
GRV99G/P
・

GRV88G

PCG-
GRZ77/B
・

GRS55/B

PCG-
GRV99G/P
のみ

AV再生・ストリームプレーヤー

Windows MediaTM Player 8

音楽

（Ver.1.0）

（Ver.1.0）

（Ver.2.0）

PCG-
GRZ77/B
・

GRS55/B

PCG-
FR55/B
・

FR33/B

PCG-
GRZ77/B
・

GRS55/B

ネットワーク対応ロールプレイングゲーム

ファンタシースターオンライン
※CD-ROMで付属します。

タイピング練習

PostPet TypeLand打モモ
for VAIO

教育ソフト

ももんがクラブおためしゲーム

ネットワーク対応ゲーム

ぐるぐる温泉２ for Windows

エンターテインメント

ウイルスチェッカー
Norton AntiVirus 2002

PCG-
GRZ77/B
・

GRS55/B

クリエ用地図切り出しツール

MapCutter Ver.2.1

サンプル地図データ

Navin' You専用マップ3サンプル版
（東京23区・名古屋市・大阪市）

ユーザーズポイント

Navin' You専用グルメスポット
by Walkerplus.com

（5.0J） （5.0J）

Windows入門編（HTML）

できるWindows XP for VAIO

（Ver.4.0）

（Verなし）

サポート・ヘルプ

ファイル同期ツール
VAIO Synchronizer Ver.1.0

スケジュール管理
CLIE Palm Desktop

（Ver.1.0）

設定・ユーティリティー

電源管理

PowerPanel＊10

各種ユーティリティー

BlueSpace NE Ver.3.0
（Bluetoothユーティリティー）

各種ユーティリティー

システム情報

各種ユーティリティー

Sony Notebook Setup

各種ユーティリティー

ThumbPhrase Ver.2.0

各種ユーティリティー

FlyingPointer Ver.1.2

（Ver.4.0）

（Verなし）

設定・ユーティリティー

（Ver.1.1）
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ムービープレーヤー

QuickTime® 5

ホームページ作成ソフト

ホームページNinja
PCG-
GRZ77/B
・

GRS55/B

PCG-
GRZ77/B
・

GRS55/B

PCG-
GRZ77/B
・

GRS55/B

（Ver.2.0）

PCG-
GRV99G/P
のみ

＊2

＊2 ＊2 ＊2

＊4＊4

＊2＊2＊2

◎対応するバイオノート バイオノートNVバイオノートGR バイオノートZバイオノートFR バイオノート505 バイオC1 バイオU



■バイオノートの楽しみ比較表

PCG-GRV99G/P

PCG-GRV88G

PCG-GRZ77/B

PCG-GRS55/B

PCG-NV55E/B

PCG-FR55/B

PCG-FR33/B

PCG-FR33

PCG-V505R/PB

PCG-Z1/P

PCG-V505/B

PCG-U101

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
G
R

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
N
V

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
F
R

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
�

バ
イ
オ

U

505

DVgate

DVgate
MovieShaker

PictureGear Studio

Adobe® Photoshop® Elements

PictureGear Studio

Adobe® Photoshop® Elements

MovieShaker

LightWave 3D 
express for VAIO

DVgate
MovieShaker

ホームネットワーク� テレビ録画� DVD作成� 音楽コレクション� 静止画活用� 動画編集� ワープロ・表計算�

Net MD ベイ ユニット�

PictureGear Studio

Adobe® Photoshop® Elements

PictureGear Studio

Adobe® Photoshop® Elements

PictureGear Studio

PictureGear Studio

PictureGear Studio

PictureGear Studio

PictureGear Studio

PictureGear Studio

PictureGear Studio

DVgate
MovieShaker

DVgate�
MovieShaker

DVgate�
MovieShaker

DVgate�
MovieShaker 

DVgate�
MovieShaker

DVgate
MovieShaker

DVgate�
MovieShaker

DVgate
MovieShaker

Microsoft®
Office XP Personal

Microsoft®
Office XP Personal

Microsoft®
Office XP Personal

Microsoft®
Office XP Personal

Microsoft®
Office XP Personal

Microsoft®
Office XP Personal

Microsoft®
Office XP Personal

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

PCG-C1MZX

バ
イ
オ

C
1

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
Z

PictureGear Studio DVgate�
MovieShaker

Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版�

Click to DVD

Click to DVD

Click to DVD

Click to DVD

Giga Pocket

MPEG2 R-Engine

Giga Pocket

MPEG2 R-Engine

Giga Pocket

MPEG2 R-Engine

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

SonicStage

SonicStage

SonicStage

SonicStage

SonicStage

SonicStage

SonicStage

SonicStage

SonicStage

SonicStage

SonicStage

PictureGear Studio DVgate�
MovieShaker

 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�

（PCGA-DVRW1）を使用�

別売�

SonicStage

SonicStage
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PCG-GRV99G/P

PCG-GRV88G

PCG-GRZ77/B

PCG-GRS55/B

PCG-NV55E/B

PCG-FR55/B

PCG-FR33/B

PCG-FR33

PCG-V505R/PB

PCG-Z1/ P

PCG-V505/B

PCG-U101

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
G
R

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
N
V

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
F
R

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
�

バ
イ
オ

U

505

O S

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

Microsoft® �
Windows® XP

Professional

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

Microsoft® �
Windows® XP

Professional

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

質  量�

約 3.7kg

約 3.4kg

約 3.4kg

約 3.9kg

約 3.8kg

約 1.99kg

約 1.99kg

約 880g

約 3.5kg

約 3.3kg

約 3.3kg

約 2.1kg

液晶表示装置� プロセッサー�

モバイル インテル®�
Celeron®

プロセッサー�

超低電圧版 �
モバイル インテル®�

Celeron®�
プロセッサー�

インテル®�
Pentium® 4�

プロセッサー�

インテル®�
Pentium® 4�

プロセッサー�

メインメモリー�
標準/最大�

256MB
最大1GB＊5

256MB
最大1GB＊5

256MB
最大512MB＊5

256MB
最大1GB＊5

256MB
最大1GB＊5

256MB
最大1GB＊5

256MB
最大1GB＊5

256MB
最大1GB＊5

256MB
最大512MB＊9

256MB
最大1GB＊5

512MB
最大1GB＊5

ハードディスク�
ドライブ�

約 30GB＊10

約 60GB＊10

約 40GB＊10

約 60GB＊10

約 30GB＊10

約 30GB＊10

約 40GB＊10

約 40GB＊10

約 40GB＊10

約 60GB＊10

約 60GB＊10

約 60GB＊10

CD/DVDドライブ�

別売 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�
（PCGA-DVRW1）�

別売 i.LINK�
DVD-ROMドライブ�
（PCGA-DVD1/A）�

�

フロッピー�
ディスク�
ドライブ�

3.5型�

フロッピー�
ディスクドライブ�
ベイ ユニット�
付属�

USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

3.5型�

内蔵�

3.5型�

内蔵�

3.5型�

内蔵�

メモリースティック�
スロット�

内蔵�

内蔵�

内蔵�

内蔵�

内蔵�

内蔵�

内蔵�

内蔵�

内蔵�

本体に�
2.4GHz�
ワイヤレス�
LAN搭載�

本体に�
2.4GHz�
ワイヤレス�
LAN搭載�

本体に�
2.4GHz�
ワイヤレス�
LAN�

PCカード付属�

本体に�
2.4GHz�

ワイヤレスLAN�
搭載�

ワイヤレス�
通信�

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM�

7500
3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM

3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

3Dアクセラ�
レーション対応�

NVIDIA®�
GeForceTM 4�

420 Go

NVIDIA®�
GeForceTM 4�

420 Go

NVIDIA®�
GeForceTM 4�

420 Go

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM�

9000

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM�

9000

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM�

7500C

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM�

7500C

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM

3Dアクセラ�
レーション対応�

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM

グラフィック�
アクセラレーター�

16.1型 �
UXGA

広視野角/高精細�
TFTカラー液晶�

16.1型 �
SXGA＋�

広視野角/高精細�
TFTカラー液晶�

15型 �
SXGA＋�

広視野角/高精細�
TFTカラー液晶�

15型 �
XGA

TFTカラー液晶�

15型 �
SXGA＋�

広視野角/高精細�
TFTカラー液晶�

15型 �
XGA

TFTカラー液晶�

14.1型 �
XGA

TFTカラー液晶�

14.1型 �
XGA

TFTカラー液晶�

12.1型 �
XGA

TFTカラー液晶�

12.1型 �
XGA

TFTカラー液晶�

7.1型 �
XGA

TFTカラー液晶�

2.60GHz

インテル®�
Pentium® 4�

プロセッサー�

2.40GHz

2AGHz

モバイル インテル®�
Celeron®

プロセッサー�

1.70GHz

1.70GHz

＊4

＊3

＊6

＊6

＊6

＊6

＊6

＊6

＊6

＊6

＊6

AMD PowerNow!TM�

テクノロジー対応�
モバイルAMD�
AthlonTM�

XPプロセッサー�

1800+

＊4

AMD PowerNow!TM�

テクノロジー対応�
モバイルAMD�
AthlonTM�

XPプロセッサー�

1800+

＊4

AMD PowerNow!TM�

テクノロジー対応�
モバイルAMD�
AthlonTM�

XPプロセッサー�

1800+

モバイル インテル®�
Pentium® 4�

プロセッサー�

1.80GHz-M

モバイル インテル®�
Celeron®

プロセッサー�

1.70GHz

600A MHz

PCG-C1MZX

バ
イ
オ

C
1

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
Z

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition
約 998g256MB

最大384MB
＊5

別売 i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�
（PCGA-DVRW1）�

別売 i.LINK�
DVD-ROMドライブ�
（PCGA-DVD1/A）�

�

USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

ATI�
Technologies社製�
MOBILITYTM�
 RADEONTM

8.9型 �
SXGA

TFTカラー液晶�

Transmeta �
CrusoeTM�

プロセッサー�
TM5800

933MHz

DVD-RW
ドライブ�

（リムーバブル＊1）�

内蔵�

DVD-RW
ドライブ�

（リムーバブル＊1）�

内蔵�

DVD-RW
ドライブ�

（リムーバブル＊1）�

内蔵�

CD-RW/
DVD-ROM
一体型ドライブ�
（固定式＊2）�

内蔵�

CD-RW/
DVD-ROM
一体型ドライブ�
（固定式＊2）�

内蔵�

CD-RW/
DVD-ROM
一体型ドライブ�
（固定式＊2）�

内蔵�

CD-RW/
DVD-ROM
一体型ドライブ�
（固定式）�

内蔵�

CD-RW/
DVD-ROM
一体型ドライブ�
（固定式）�

内蔵�

CD-RW/
DVD-ROM
一体型ドライブ�
（固定式＊2）�

内蔵�

別売�

メモリースティック用�
PCカードアダプター�
（MSAC-PC3）�

別売�

メモリースティック用�
PCカードアダプター�
（MSAC-PC3）�

別売�

メモリースティック用�
PCカードアダプター�
（MSAC-PC3）�

＊7
＊8

DVD±RW
ドライブ�

（リムーバブル＊1）�

内蔵�

CD-RW/
DVD-ROM
一体型ドライブ�
（固定式）�

内蔵�

約 60GB＊10

内蔵�

本体に�
Bluetooth�
機能搭載�

本体に�
2.4GHz�

ワイヤレスLAN�
搭載�

Microsoft® �
Windows® XP

Professional

256MB
最大768MB

＊5
USBフロッピー�
ディスクドライブ�
（PCGA-UFD5）�

別売�

14.1型 �
SXGA＋�

高精細�
TFTカラー液晶�

インテル® �
CentrinoTM�

モバイル・テクノロジー�
インテル® Pentium® M�
プロセッサー�

1.30GHz

 ワイヤレスLAN�
PCカード�

別売�

 ワイヤレスLAN�
PCカード�

別売�

 ワイヤレスLAN�
PCカード�

別売�

 ワイヤレスLAN�
PCカード�

別売�

 ワイヤレスLAN�
PCカード�

別売�

 ワイヤレスLAN�
PCカード�

別売�

 ワイヤレスLAN�
PCカード�

別売�

 ワイヤレスLAN�
PCカード�

別売�

Microsoft® �
Windows® XP

Home Edition

44 ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP

■バイオノートの機能比較表

＊1内蔵ドライブ、リチャージャブルバッテリーパック（別売）との交換着脱式。＊2フロッピーディスクドライブ／リチャージャブルバッテリーパッ
ク（別売）との交換着脱はできません。＊3プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。＊4 QuantiSpeedTM アーキテクチャ採
用AMD AthlonTM XPプロセッサー1800+は、動作周波数1.533GHzで動作しており、従来の設計に基づく1.8GHz動作のCPUの性能に匹敵あるい
はしのぐ性能を示します。＊5 他社製のメモリーモジュールを装着した場合はこの限りではありません。他社製品との接続情報は、VAIOホーム
ページ内［サポート］ページもしくは各メーカーにご確認ください。また、他社製メモリーモジュールの装着は、ソニー（株）が動作を保証するもので

はありません。お客様の責任において行ってくださいますようお願いします。＊6 メモリーを1GBに増設するには出荷時に装着済みの256MBメモ
リーモジュールを取り外す必要があります。＊7出荷時に装着済みの128MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。＊8うち24MB
はシステムで使用。＊9出荷時に装着済みの256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。＊10 1GBを10億バイトで計算した場合の
数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブ全体容量はPCG-GRV99G/P・GRV88G・GRZ77/B・Z1/P・V505R/PB・C1MZXは約
55.8GB、PCG-GRS55/B・NV55E/B・FR55/B・V505/Bは約37.2GB、PCG-FR33/B・FR33・U101は約27.9GBになります。ハードディスクは
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バッテリー�
充電時間＊30�
（ON/OFF時）�

電源ON時/OFF時とも�

バッテリーパック（S）：�
約2時間（約85％）�
約3時間（約100％）�
バッテリーパック（L）：�
約5時間（約85％）�
約6.5時間（約100％）�

約2.5～3.5
時間�

バッテリーパック�
（S）�
約 3～5.5
時間＊29�

バッテリーパック�
（L）�

約 8～13.5
時間＊29

バッテリーパック�
（S）�
約 2.5～5
時間�

バッテリーパック�
（L）�

約 5.5～10
時間�

バッテリーパック�
（S）�
約 2.5～4
時間�

バッテリーパック�
（L）�
約 5～8
時間�

約2.5～3
時間�

バッテリーパック×1�
約�

1～2時間�

バッテリーパック�
PCGA-BP2NX×2�

約�
2.5～3.5時間�

バッテリーパック×1�
約�

1.5～2.5時間�

バッテリーパック�
PCGA-BP2NX×2�

約�
3.5～5時間�

バッテリーパック×1�
約�

2.0～2.5時間�

バッテリーパック�
PCGA-BP2NX×2�

約�
4～5時間�

バッテリーパック×1�
約�

2.5～3.5時間�

バッテリーパック�
PCGA-BP2NX×2�

約�
5～7時間�

電源ON時/�
OFF時とも：�

約2.5時間�
（約85％）�
約3.5時間�
（約100％）�

電源ON時/�
OFF時とも：�

約2.5時間�
（約85％）�
約3.5時間�
（約100％）�

電源ON時�
バッテリーパック（S）：�
約3.5時間（約85％）、�
約4.5時間（約100％）�
バッテリーパック（L）：�
約6時間（約85％）、�
約8時間（約100％）�

電源OFF時�
バッテリーパック（S）：�
約3時間（約85％）、�
約4時間（約100％）�
バッテリーパック（L）：�
約5.5時間（約85％）、�
約7.5時間（約100％）�

本体外部寸法�
（突起部含まず）�

約�
幅 355
×�

高さ 40.1�
（最厚部 44.9mm）�

×�
奥行 292
mm

約�
幅 355
×�

高さ 39.8�
（最厚部 44.4mm）�

×�
奥行 292
mm

約�
幅 327
×�

高さ 41.6�
（最厚部 43.6mm）�

×�
奥行 271.6
mm

約�
幅 329
×�

高さ 42�
（最厚部 53mm）�

×�
奥行 274.5
mm

約�
幅 277
×�

高さ 33.5�
（最厚部 35mm）�

×�
奥行 242.4
mm

約�
幅 336
×�

高さ 42.8�
（最厚部 53.3mm）�

×�
奥行 276.1
mm

電源ON時�
約2時間�
（約85％）�
約3時間�

（約100％）�

電源OFF時�
約2.5時間�
（約85％）�
約3時間�

（約100％）�

400
MHz

400
MHz

266
MHz

400
MHz

400
MHz

システム�
バス�

ATI�
Technologies�
社製�

MOBILITYTM�
 RADEONTM

ATI�
Technologies�
社製�

MOBILITYTM�
 RADEONTM�

7500

NVIDIA®�
GeForce4TM�

420 Go�
3D�

アクセラレーション�
対応�

3D�
アクセラレーション�

対応�

ATI�
Technologies�
社製�

MOBILITYTM�
 RADEONTM

ATI�
Technologies�
社製�

MOBILITYTM�
 RADEONTM

3D�
アクセラレーション�

対応�

3D�
アクセラレーション�

対応�

3D�
アクセラレーション�

対応�

ATI�
Technologies�
社製�

MOBILITYTM�
 RADEONTM�

7500C
3D�

アクセラレーション�
対応�

ATI�
Technologies�
社製�

MOBILITYTM�
 RADEONTM�

9000
3D�

アクセラレーション�
対応�

グラフィック�
アクセラレーター�

32
MB

16
MB

16
MB

32
MB

64
MB

16
MB

ビデオ�
メモリー�

最大約�
1677万色�
1600×1200�
1280×1024�
1024×768  �
800×600

最大約�
1677万色�
1600×1200�
1400×1050�
1280×1024�
1024×768�
800×600

最大約�
1677万色�
1600×1200�
1280×1024�
1024×768�
800×600

最大約�
1677万色�
1600×1200�
1280×1024�
1024×768�
800×600

最大約�
1677万色�

最大�
65536色�
（1600×1200）�

最大�
65536色�
（1600×1200）�

1280×1024�
1024×768�
800×600

最大約�
1677万色�
1280×1024�
1024×768�
800×600

外部ディスプレイ�
出力＊13

最大約�
1677
万色＊11

1600×1200�
1280×1024�
1024×768  �
800×600

最大約�
1677
万色＊11

1400×1050�
1280×1024�
1024×768  �
800×600

最大約�
1677
万色＊11

1400×1050�
1280×1024�
1024×768  �
800×600

1400×1050�
1280×1024�
1024×768�
800×600

最大約�
1677
万色＊11

最大約�
1677万色�
1600×1200�
1400×1050�
1280×1024�
1024×768  �
800×600

最大約�
1677
万色＊11

1024×768  �
800×600

最大約�
1677
万色＊11

1024×768  �
800×600

最大約�
1677
万色＊11

1024×768  �
800×600

最大約�
1677
万色＊11

1024×768  �
800×600

表示モード�

●USB＊19×3（Full-speed/Low-speed対応）�
● i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1�
●ネットワークコネクター（100BASE-TX/�
10BASE-T）×1●ステレオヘッドホン出力�
（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 �
●プリンターポート（D-sub 25ピン） �
●シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン）×1�
●AV出力（NTSC/PAL対応、�
ステレオ音声出力）＊20×1 �
●外部ディスプレイ出力�
（VGAタイプ、D-sub 15ピン）＊20×1 �
●モデム用モジュラージャック×1  

●USB2.0×2（High-speed/�
Full-speed/Low-speed対応） �
●i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1 �
●ネットワークコネクター�
（100BASE-TX/10BASE-T）×1 �
●ステレオヘッドホン出力�
（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 �
●ディスプレイアダプター�
（別売PCGA-DA1S）用コネクター×1�
●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）×1

●USB2.0×3（High-speed/�
Full-speed/Low-speed対応）�
●i.LINK（IEEE1394） �
S400（4ピン）×1�
●ネットワークコネクター�
（100BASE-TX/10BASE-T）×1 �
●ステレオヘッドホン出力�
（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 �
●プリンターポート�
（D-sub 25ピン）×1�
●外部ディスプレイ出力�
（VGAタイプ、D-sub 15ピン）＊20×1�
●モデム用モジュラージャック×1 �
●AV出力＊20×1＊21�
（NTSC/PAL対応、 ステレオ音声出力）�

●USB＊19×3�
（Full-speed/Low-speed対応）�
●i.LINK（IEEE1394）�
S400（4ピン）×1�
●ネットワークコネクター�
（100BASE-TX/10BASE-T）×1�
●ステレオヘッドホン出力�
（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 �
●プリンターポート�
（D-sub 25ピン） �
●AV出力（NTSC/PAL対応、�
ステレオ音声出力）＊20×1＊21 �
●外部ディスプレイ出力�
（VGAタイプ、D-sub 15ピン）＊20×1 �
●モデム用モジュラージャック×1�
●ポートリプリケーターコネクター×1  

●USB＊19×2�
（Full-speed/Low-speed対応）�

●i.LINK（IEEE1394）�
S400（4ピン）×1�
●ネットワークコネクター�
（100BASE-TX/10BASE-T）×1�
●ステレオヘッドホン出力�
（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 �
●外部ディスプレイ出力�
（VGAタイプ、D-sub 15ピン）×1 �
●モデム用モジュラージャック×1  �
●ポートリプリケーターコネクター×1  

外部接続端子�

本体にBluetooth機能搭載�

本体に2.4GHzワイヤレスLAN�
PCカード付属�

ワイヤレス�
通信�

1次キャッシュ�
12K  �

μ命令実行�
トレース�
キャッシュ /�
8KB�

データキャッシュ、�
2次キャッシュ�
256KB�

（CPU内蔵）�

1次キャッシュ�
64KB /�

2次キャッシュ�
512KB�

（CPU内蔵）�

1次キャッシュ�
128KB /�

2次キャッシュ�
256KB�

（CPU内蔵）�

1次キャッシュ�
64KB /�

2次キャッシュ�
1MB�

（CPU内蔵）�

1次�
キャッシュ12K�
μ命令実行�
トレース�
キャッシュ/�
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12K�
μ命令実行�
トレース�
キャッシュ/�
8KB�

データキャッシュ、�
2次キャッシュ�
256KB�

（CPU内蔵）�

1次キャッシュ�
12K  �

μ命令実行�
トレース�
キャッシュ /�
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�
12K  �

μ命令実行�
トレース�
キャッシュ /�
8KBデータ�
キャッシュ、�
2次キャッシュ�
256KB�

（CPU内蔵）�

キャッシュ�
メモリー�

インテル®�
Pentium® 4�
プロセッサー�

2.60
GHz

インテル®�
Pentium® 4�
プロセッサー�

2.40
GHz

インテル®�
Pentium® 4�
プロセッサー�

2A
GHz

モバイル�
インテル®�
Celeron®�
プロセッサー�

1.70
GHz

モバイル�
インテル®�
Celeron®�
プロセッサー�

1.70
GHz

モバイル�
インテル®�
Pentium® 4�
プロセッサー�

1.80
GHz-M

拡張インテル®�
SpeedStepTM�
テクノロジー搭載�

モバイル�
インテル®�
Celeron®�
プロセッサー�

1.70
GHz

超低電圧版�
モバイル�
インテル®�
Celeron®�
プロセッサー�

600A
MHz

AMD�
PowerNow!TM�
テクノロジー�
対応�

モバイルAMD�
AthlonTM�

XPプロセッサー�

1800＋＊4

プロセッサー＊3

TypeⅢ×1�
または�

TypeⅡ×2、�
CardBus�
対応�

TypeⅡ×1、�
CardBus�
対応�

TypeⅢ×1�
または�

TypeⅡ×2、�
CardBus�
対応�

TypeⅢ×1�
または�

TypeⅡ×2、�
CardBus�
対応�

TypeⅡ×1、�
CardBus�
対応�

PCカード�
スロット�

マジック�
ゲート�
対応�
メモリー�
スティック�
スロット�

マジック�
ゲート�
対応�
メモリー�
スティック�
スロット�

マジック�
ゲート�
対応�
メモリー�
スティック�
スロット�

マジック�
ゲート�
対応�
メモリー�
スティック�
スロット�

メモリー�
スティック�
スロット�

ハードディスク�
ドライブ�

16.1型�
UXGA�

（1600×1200ドット）�
対応�

広視野角/�
高精細�
TFTカラー�
液晶�

16.1型�
SXGA＋�

（1400×1050ドット）�
対応�

広視野角/�
高精細�
TFTカラー�
液晶�

15型�
SXGA＋�

（1400×1050ドット）�
対応�

広視野角/�
高精細�
TFTカラー�
液晶�

15型�
XGA�

（1024×768ドット）�
対応�

TFTカラー液晶�

15型�
SXGA＋�

（1400×1050ドット）�
対応�

広視野角/�
高精細�
TFTカラー�
液晶�

15型�
XGA�

（1024×768ドット）�
対応�

TFTカラー液晶�

14.1型�
XGA�

（1024×768ドット）�
対応�

TFTカラー液晶�

12.1型�
XGA�

（1024×768ドット）�
対応�

TFTカラー液晶�

7.1型�
XGA�

（1024×768ドット）�
対応�

CGシリコン�
TFTカラー液晶�

液晶表示�
装置�

表示装置� 記憶機器�

512MB�
（256MB×2）�

最大1GB＊5�
（DDR SDRAM）�

256MB�
（256MB×1）�

最大1GB＊5�
（DDR SDRAM）�

256MB�
（256MB×1）�

最大512MB�
（DDR SDRAM）＊5

256MB�
（256MB×1）�

最大1GB�
（DDR SDRAM）＊5

256MB＊5�
（256MB×1）�

最大512MB�
（DDR SDRAM）＊9

256MB�
（256MB×1）�

最大1GB�
（DDR SDRAM）＊5

256MB�
（256MBオンボード）�

最大768MB�
（DDR SDRAM）＊5

メインメモリー�

書き込み＊14�
CD-R最大16倍速、�
CD-RW最大10倍速�
読み出し＊15�
DVD-ROM最大8倍速�
CD-R/ROM最大24倍速�

別売i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�
（PCGA-DVRW1）�

別売i.LINK�
DVD-ROMドライブ�
（PCGA-DVD1/A）�

内蔵CD-RW/�
DVD-ROM�
一体型ドライブ�
（固定式＊2）�

書き込み＊14�
CD-R最大16倍速、�
CD-RW最大10倍速�
読み出し＊15�
DVD-ROM最大8倍速�
CD-R/ROM最大24倍速�

内蔵�
CD-RW/DVD-ROM�
一体型ドライブ�
（固定式＊2）�

書き込み＊14�
CD-R最大8倍速、�
CD-RW最大4倍速�
読み出し＊15�
DVD-ROM最大8倍速�
CD-R/ROM最大24倍速�

内蔵�
CD-RW/DVD-ROM�
一体型ドライブ�
（固定式）�

書き込み＊14�
CD-R最大8倍速、�
CD-RW最大4倍速�
読み出し＊15�
DVD-ROM最大8倍速�
CD-R/ROM最大24倍速�

内蔵�
CD-RW/DVD-ROM�
一体型ドライブ�
（固定式）�

CD/DVDドライブ�

CD-R/RW�
書込時有効�

CD-R/RW�
書込時有効�

DVD-R/RW、�
CD-R/RW�
書込時有効�

DVD＋R/RW、�
DVD-R/RW、�
CD-R/RW�
書込時有効�

CD-R/RW�
書込時有効�

CD-R/RW�
書込時有効�

バッファー�
アンダーランエラー�
防止装置�

フロッピーディスク�
ドライブ�

 AC97準拠、�
ソフトウェア�
MIDI音源、�
内蔵ステレオ�
スピーカー�

AC97準拠、�
MEGA BASS�
（高低音強調）�

機能、�
内蔵モノラル�
スピーカー�

�

AC97準拠、�
ソフトウェア�
MIDI音源、�
内蔵ステレオ�
スピーカー�

 AC97準拠、�
ソフトウェア�
MIDI音源、�
内蔵ステレオ�
スピーカー�

 AC97準拠、�
MEGA BASS�
（高低音強調）�
機能、�

内蔵ステレオ�
スピーカー�

オーディオ�
機能�

書き込み＊14�
DVD-R＊16／-RW＊17�
等倍速�
CD-R最大16倍速、�
CD-RW最大8倍速�
読み出し＊15�
DVD-R/-RW最大4倍速�
DVD-ROM最大8倍速�
CD-R/ROM最大24倍速�

内蔵DVD-RW�
ドライブ�

（リムーバブル＊1）�

書き込み＊14�
DVD＋R/＋RW最大2倍速�
DVD-R＊16/-RW＊17等倍速�
CD-R最大16倍速、�
CD-RW最大8倍速�
読み出し＊15�
DVD＋R/＋RW/-R/-RW最大2倍速�
DVD-ROM最大5倍速�
CD-R/ROM最大24倍速�

内蔵DVD±RW�
ドライブ（リムーバブル＊1）�

別売�
PCGA-UFD5、�
USB経由�
外付け、�
3.5型�
1.44MB/�
720KB＊18

別売�
PCGA-UFD5、�
USB経由�
外付け、�
3.5型�
1.44MB/�
720KB＊18

内蔵�
3.5型�
1.44MB/�
720KB＊18�

リムーバブル�

内蔵�
3.5型�
1.44MB/�
720KB＊18�

固定式�

別売�
PCGA-UFD5、�
USB経由�
外付け、�
3.5型�
1.44MB/�
720KB＊18

最大�
56kbps＊24�
V.90/K56flexTM�

自動対応�

最大�
14.4kbps�
（FAX時）�

最大�
56kbps＊24�
V.90/K56flexTM�

自動対応�

最大�
14.4kbps�
（FAX時）�

最大�
56kbps＊24�
V.90/K56flexTM�

自動対応�

最大�
14.4kbps�
（FAX時）�

最大�
56kbps＊24�
V.90/K56flexTM�

自動対応�

最大�
14.4kbps�
（FAX時）�

最大�
56kbps＊24�
V.90/K56flexTM�

自動対応�

最大�
14.4kbps�
（FAX時）�

最大�
56kbps＊24�
（V.90）�

最大�
14.4kbps�
（FAX時）�

内蔵モデム�
MPEG2�
ハードウェア�
エンコーダー�

Intel® �
845MZ�
チップセット�

VIA Apollo�
KT266A�
チップセット�

Intel® �
845MP�
チップセット�

Intel® �
845MP�
チップセット�

インテル® �
855PM�
チップセット�

400
MHz

Intel® �
855PM�
チップセット�

チップセット�

200
MHz

266
MHz

266
MHz

266�
MHz

266�
MHz

メモリー�
バス�

SODIMM�
スロット�

（DDR200）�
×2（1）�

マイクロ�
DIMM�
スロット�
（PC266）�
×1（0）�

SODIMM�
スロット�

（DDR266）�
×2（1）�

SODIMM�
スロット�

（DDR266）�
×2（1）�

SODIMM�
スロット�

（DDR266）�
×2（0）�

SODIMM�
スロット�

（DDR266）�
×2（1）�

SODIMM�
スロット�

（DDR266）�
×1（1）�

拡張�
メモリー�
スロット�
（空き）�

  約�
19mmピッチ/�
キーストローク�
約3mm/�
91キー、�

インテリジェント�
タッチパッド、�
バックボタン付き�
センタージョグ�

約13mmピッチ/�
キーストローク�
約1.5mm/�
84キー、�
スティック式�
マルチ�

ポインティング・�
デバイス��

  約�
19mmピッチ/�
キーストローク�
約3mm/�
91キー、�

インテリジェント�
タッチパッド�

  約�
19mmピッチ/�
キーストローク�
約3mm/�
91キー、�

インテリジェント�
タッチパッド�

  約�
18mmピッチ/�
キーストローク�
約2mm/�
87キー、�

インテリジェント�
タッチパッド�

キーボード/�
ポインティング�
デバイス�

ACアダプター、�
リチャージャブルバッテリーパック、�
ウェイトセーバー、�
テレホンコード（モジュラーケーブル）、�
リカバリーCD、AV接続ケーブル、�
Net MD ベイ ユニット、�
コンパクトウーファー ベイ ユニット、�
Microsoft® Office XP�
Personalプレインストール�
パッケージ、ファンタシースター�
オンラインCD-ROM2枚組�
および手順説明書 

ACアダプター、�
リチャージャブル�
バッテリーパック（S）、�
リカバリーCD、�
「ホットスポット�
1DAY PASSPORT�
（2日分）」×1

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CD、�
Microsoft® Office�
XP Personal�
プレインストール�
パッケージ�
（PCG-FR55/B・�
  FR33/Bのみ）�

ACアダプター、�
リチャージャブルバッテリーパック、�
ウェイトセーバー、�
リカバリーCD、�
ポートリプリケーター�
（TVチューナー内蔵）、�
バイオ用マルチリモコン、�
リモコン受光ユニット�
（USB直付ケーブル2m）、�
アンテナ接続ケーブル（3.6m）�

ACアダプター、�
リチャージャブル�
バッテリーパック、�
ウェイトセーバー、�
リカバリーCD�
Microsoft® Office�
XP Personal�
プレインストール�
パッケージ�

ACアダプター、リチャージャブル�
バッテリーパック、�
ウェイトセーバー、リカバリーCD、�
編集ガイドブック、ポートリプリ�
ケーター（TVチューナー内蔵）、�
バイオ用マルチリモコン、�
リモコン受光ユニット�
（USB直付ケーブル2m）、�
アンテナ接続ケーブル（3.6m）、�
LightWave 3D express�
コンテンツCD-ROM�
�

ACアダプター、�
リチャージャブル�
バッテリーパック（S）、�
リカバリーCD�
Microsoft® Office�
XP Personal�
プレインストール�
パッケージ�

主な付属品�

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�
ポリマー�
バッテリー�
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�

AC�
アダプター�
または�
リチウム�
イオン�
バッテリー�

電  源�

約118W�
バッテリー充電�
含まず�

約85.5W�
バッテリー充電�
含まず�

約55.3W�
バッテリー充電�
含まず�

約59W�
バッテリー充電�
含まず�

約59W�
バッテリー充電�
含まず�

約56W�
バッテリー充電�
含まず�

約52W�
バッテリー充電�
含まず�

約22W�
バッテリー充電�
含まず�

消費電力� 温湿度条件�

リチャージャブル�
バッテリーパック�
PCGA-BP2NX�
  付属バッテリー�
  パックと同等品�
ACアダプター�
PCGA-AC19V3�
  付属ACアダプター�
  と同等品�
増設メモリーモジュール�
256MB：�
PCGA-MM256D

リチャージャブル�
バッテリーパック（S）�
PCGA-BP101U�
（付属バッテリーパックと同等品）�

リチャージャブル�
バッテリーパック（L）�
PCGA-BP103U�
ACアダプター�
PCGA-AC16V4�
（付属ACアダプターと同等品）�

増設メモリーモジュール�
512MB：PCGA-MM512U

別売�
関連製品�質量�

S区分�
0.00079

S区分�
0.0011

S区分�
0.00072

S区分�
0.00078

S区分�
0.00086

S区分�
0.00100

S区分�
0.00017

S区分�
0.00071

S区分�
0.00075

エネルギー�
消費効率＊26

約3.7kg
バッテリー�
パック、�

ウェイトセーバー�
装着時�

約3.5kg
バッテリーパック�
装着時�

約3.3kg

約2.1kg

バッテリーパック�
装着時�

約1.99kg
バッテリーパック�
装着時�

約3.1kg
バッテリーパック×1、�
ウェイトセーバー装着時�
約3.4kg

バッテリーパック×1、�
DVD-RW�

ドライブ装着時�
約2.7kg

（ウェイトセーバー装着時）�

約3.7kg
バッテリーパック×1、�
ウェイトセーバー装着時�
約3.9kg

バッテリーパック×1、�
DVD-RW�

ドライブ装着時�
約3.3kg

（ウェイトセーバー装着時）�

約3.6kg
バッテリーパック×1、�
ウェイトセーバー装着時�
約3.8kg

バッテリーパック×1、�
DVD±RW�
ドライブ装着時�
約3.2kg

（ウェイトセーバー装着時）�

動作時�
5～35℃�

ただし�
結露しないこと、�
および35℃に�
おける湿度は�
65％以下�

20～80％�

動作時�
5～35℃�

ただし�
結露しないこと、�
および35℃に�
おける湿度は�
65％以下�

20～80％�

動作時5～35℃�

ただし�
結露しないこと、�
および35℃に�
おける湿度は�
65％以下�

20～80％�

動作時5～35℃�

ただし�
結露しないこと、�
および35℃に�
おける湿度は�
65％以下�

20～80％�

リチャージャブル�
バッテリーパック（S）�
PCGA-BP2V�
  付属バッテリー�
  パックと同等品�

リチャージャブル�
バッテリーパック（L）�
PCGA-BP4V�

ACアダプター�
PCGA-AC16V6�
  付属ACアダプター�
  と同等品�

増設�
メモリーモジュール�
512MB：�
PCGA-MM512D�
256MB：�
PCGA-MM256D

リチャージャブル�
バッテリーパック�
PCGA-BP2NX�
  付属バッテリー�
  パックと同等品�

ACアダプター�
PCGA-AC19V3�
  付属ACアダプター�
  と同等品�

増設メモリーモジュール�
512MB：PCGA-MM512D�
256MB：PCGA-MM256D

リチャージャブル�
バッテリーパック�
PCGA-BP2NX�
  付属バッテリー�
  パックと同等品�

ACアダプター�
PCGA-AC19V3�
  付属ACアダプター�
  と同等品�

増設�
メモリーモジュール�
512MB：�
PCGA-MM512D�
256MB：�
PCGA-MM256D

リチャージャブル�
バッテリーパック�
PCGA-BP2NX�
  付属バッテリー�
  パックと同等品�

ACアダプター�
PCGA-AC19V4�
  付属ACアダプター�
  と同等品�

増設メモリーモジュール�
512MB：�
PCGA-MM512D�
256MB：�
PCGA-MM256D

動作時�
5～35℃�

ただし�
結露しないこと、�
および35℃に�
おける湿度は�
65％以下�

20～80％�

バッテリー�
駆動時間＊27＊28

最大通信速度＊22＊23：723kbps�
/通信距離＊22：見通し距離 �
最長約10m（Bluetooth1.1準拠）�

最大通信速度＊22＊23：約11Mbps�
/通信距離＊22：見通し距離 �

最長約100m�
チャンネル数：2.4GHz帯・14ch�

（IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合）�

本体に�
2.4GHzワイヤレスLAN�

搭載�

最大通信速度＊22�
：約11Mbps�

通信距離＊22：見通し距離 �
最長約100m�
チャンネル数：�
2.4GHz帯・14ch�

�
IEEE802.11/�
802.11b準拠、�
Wi-Fi適合�

本体に�
2.4GHzワイヤレスLAN�

搭載�
最大通信速度＊22：約11Mbps�
通信距離＊22：見通し距離 �

最長約100m�
チャンネル数：2.4GHz帯・14ch�

�IEEE802.11/802.11b準拠、�
Wi-Fi適合�

MPEG2�
R-Engine�

AV入力対応、�
テレビ録画�
機能搭載�

MPEG2�
R-Engine�

AV入力対応、�
テレビ録画�
機能搭載�

約60GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約45GB�
（出荷時）�

＊10

約40GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約25GB�
（出荷時）�

＊10

約40GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約25GB�
（出荷時）�

＊10

約40GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約25GB�
（出荷時）�

＊10

約30GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約15GB�
（出荷時）�

＊10

約60GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約45GB�
（出荷時）�

＊10

約40GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約25GB�
（出荷時）�

＊10

約30GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約15GB�
（出荷時）�

＊10

バ
イ
オ

C
1

バ
イ
オ
ノ
ー
ト
Z

電源ON時/OFF時とも�
バッテリーパック（S）：�
約2.5時間（約85％）�
約3.5時間（約100％）�
バッテリーパック（L）：�
約3.5時間（約85％）�
約4.5時間（約100％）�
バッテリーパック（LLL）：�
約6時間（約85％）�
約9時間（約100％）�

電源ON時�
バッテリーパック（S）：約3時間�
（約85％）、約4時間（約100％）�
バッテリーパック（L）：約6時間�
（約85％）、約7時間（約100％）�

電源OFF時�
バッテリーパック（S）：約2.5時間�
（約85％）、約3.5時間（約100％）�
バッテリーパック（L）：約5時間�
（約85％）、約6時間（約100％）�

バッテリーパック（S）�
約 2～3.5時間�

バッテリーパック（L）�
約 4～7時間�

バッテリーパック�
（LLL）�
約 7～12.5
時間�

約�
幅 249
×�

高さ 28�
（最厚部 30mm）�

×�
奥行 152
mm

ATI�
Technologies�
社製�

MOBILITYTM�
 RADEONTM

8
MB

最大約�
1677
万色＊11

1280×1024＊12  �
1280×600  �
1024×768＊12�
1024×600�
800×600

最大約�
1677万色�
1600×1200  �
1280×1024  �
1280×600�
1024×768�
1024×600�
800×600

●USB＊19（本体×1、ポートリプリケーター×1） �
（Full-speed/Low-speed対応）�
●i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1 �
●ステレオヘッドホン出力�
（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 �
●モデム用モジュラージャック×1�
（別売PCGA-DA1S）専用×1�
●バイオ関連製品専用�
DC OUT（電源供給）×1�
●ポートリプリケーター端子×1

1次キャッシュ�
128KB /�

2次キャッシュ�
512KB�

（CPU内蔵）�

Transmeta�
CrusoeTM�
プロセッサー�
TM5800�

933
MHz

TypeⅡ×1、�
CardBus�
対応�

マジック�
ゲート�
対応�
メモリー�
スティック�
スロット�

8.9型�
ウルトラワイド�
SXGA�

（1280×600ドット）�
対応�

TFTカラー液晶�

256MB＊5�
128MB�
オンボード�

（DDR SDRAM）�
＋�

128MB

最大384MB�
（SDRAM）＊7

別売i.LINK ポータブル�
DVD-RWドライブ�
（PCGA-DVRW1）�

別売i.LINK�
DVD-ROMドライブ�
（PCGA-DVD1/A）�

AC97準拠、�
MEGA BASS�
（高低音強調）�

機能、�
内蔵ステレオ�
スピーカー、�
内蔵モノラル�
マイク�
�

別売�
PCGA-UFD5、�
USB経由�
外付け、�
3.5型�
1.44MB/�
720KB＊18

最大�
133
MHz

マイクロ�
DIMM�
スロット�
（PC133）�
×1（0）�

約17mmピッチ/�
キーストローク�
約2mm/�
86キー、�
スクロール�
機能対応�
スティック式�
ポインティング・�
デバイス、�
ジョグダイヤル�

内蔵�
ビデオ�
カメラ�

プログレッシブ�
方式�

1/6型CCD�
35万画素�
f=2.8mm�
F3.4�

スローシャッター�
対応�

ACアダプター、リチャージャブル�
バッテリーパック（S）、�
テレホンコード（モジュラーケーブル）、�

リカバリーCD＊25、AV接続�
ケーブル（ピンプラグ（映像/ステレオ）�
⇔AVミニプラグ�
（特殊ステレオミニプラグ））、�
アンテナ接続ケーブル、�
ワイヤレスLANカード、�
ポートリプリケーター�

AC�
アダプター�
または�
リチウム�
イオン�
バッテリー�

約28W�
バッテリー充電�
含まず�

リチャージャブルバッテリーパック�
PCGA-BP51A/L�
（付属バッテリーパックと同等品）�

リチャージャブルバッテリーパック�
PCGA-BP52A/L�
リチャージャブルバッテリーパック�
PCGA-BP54/L�
ACアダプター�
PCGA-AC16V4�
（付属ACアダプターと同等品）�

増設メモリーモジュール�
256MB：PCGA-MM256T

リチャージャブルバッテリーパック（S）�
PCGA-BP2V�
（付属バッテリーパックと同等品）�

リチャージャブルバッテリーパック（L）�
PCGA-BP4V�
ACアダプター�
PCGA-AC16V6�
（付属ACアダプターと同等品）�

増設メモリーモジュール�
512MB：PCGA-MM512D�
256MB：PCGA-MM256D

S区分�
0.0007

約998g
バッテリーパック�
搭載時�

約880g
バッテリーパック�
搭載時�

約�
幅 178.8
×�

高さ 34.1�
（最薄部）�
×�

奥行 139.5
mm

動作時5～35℃�

ただし�
結露しないこと、�
および35℃に�
おける湿度は�
65％以下�

20～80％�約60GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約20GB/�
D：約40GB�
（出荷時）�

＊10

本体にBluetooth機能搭載�

本体に�
2.4GHzワイヤレスLAN搭載�

最大通信速度＊22＊23：723kbps�
/通信距離＊22：見通し距離 �
最長約10m（Bluetooth1.1準拠）�

最大通信速度＊22＊23：約11Mbps�
/通信距離＊22：見通し距離 �

最長約100m�
チャンネル数：2.4GHz帯・14ch�

（IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合）�

バッテリーパック（S）�
約 4～7時間�

バッテリーパック（L）�
約 8～13.5時間�

約�
幅 316
×�

高さ 23.8�
（最厚部 39mm）�

×�
奥行 247.4
mm

16
MB

最大約�
1677
万色＊11

1400×1050�
1280×1024�
1024×768�
800 ×600

最大約�
1677万色�
1600×1200�
1400×1050�
1280×1024�
1024×768�
800×600

●USB2.0×2（High-speed/�
Full-speed/Low-speed対応）�
●i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1�
●ネットワークコネクター�
（100BASE-TX/10BASE-T）×1�
●ステレオヘッドホン出力�
（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�
●外部ディスプレイ出力�
（VGAタイプ、D-sub 15ピン）×1�
●モデム用モジュラージャック×1�
●ポートリプリケーターコネクター×1

インテル®�
CentrinoTM �
モバイル・�
テクノロジー�
インテル®

Pentium® M�
プロセッサー�
1.30GHz

TypeⅡ×1、�
CardBus�
対応�

マジック�
ゲート�
対応�
メモリー�
スティック�
スロット�

14.1型�
SXGA＋�

（1400×1050ドット）�
対応�
高精細�

TFTカラー液晶�

AC97準拠、�
MEGA BASS�
（高低音強調）�

機能、�
内蔵ステレオ�
スピーカー、�
内蔵モノラル�
マイク�
�

別売�
PCGA-UFD5、�
USB経由�
外付け、�
3.5型�
1.44MB/�
720KB＊18

266
MHz

約�
18.5mmピッチ/�
キーストローク�
約2mm/�
87キー、�

インテリジェント�
タッチパッド�

ACアダプター、�
リチャージャブル�
バッテリーパック（S）、�
リカバリーCD

AC�
アダプター�
または�
リチウム�
イオン�
バッテリー�

約47W�
バッテリー充電�
含まず�

S区分�
0.00071

動作時5～35℃�

ただし�
結露しないこと、�
および35℃に�
おける湿度は�
65％以下�

20～80％�約60GB�
（Ultra ATA/100）�

C：約15GB/�
D：約45GB�
（出荷時）�

＊10

＊6

＊6

＊6

＊6

＊8

バッテリーパック�
搭載時�

■主な仕様

NTFSでフォーマットしています。各アプリケーションソフトの動作確認はNTFSで行っています。＊11 グラフィックアクセラレーターの
ディザリング機能により実現。＊12 仮想画面モード。＊13 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。＊14 使用するディ
スクによっては、一部書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。＊15 ソニー製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW
Ver.1.1の読み出しも確認しています。ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。ビデオレコーディング（VR）
フォーマット、およびマルチボーダー記録されたDVD-R/RWディスクの読み出しには対応していません。＊16 DVD-Rは、DVD 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。＊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。＊18 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。＊19 USB2.0 High-speedモードでの動作には対応しておりません。
＊20ビデオ出力・AV出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。＊21ビデオ出力を行うには、AVケーブルVMC-20FR（別売）などを
ご利用ください。＊22 実際の通信速度は通信機器間の距離により変わります。この通信距離は障害物、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。＊23 1台のバイオでBluetooth機能とワイヤレス機能を

同時に使用すると、通信速度などに影響を及ぼす場合があります。＊24 V.90とK56flexTMを自動判別して切り換えます（PCG-C1MZXを除
く）。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が最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況に
より変動します。一般電話回線のみに対応しています。ホームテレホン用の回線など、交換機（PBX）を経由する接続は行えません。＊25 シス
テムリカバリーを行うには、バイオノート専用の外付けドライブ（別売）が必要です。＊26 省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に関
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方法により測定した消費電力を複合理論性能

で除したものです。＊27 省電力モード時。駆動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。＊28 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の詳細については、VAIOホームページ内［サポート］機種別ページで順次ご案内しま
す。＊29 省電力モード時。（バックライトOFFにて測定）（バックライトをONした場合は、バッテリーパック（S）で約30分、バッテリー
パック（L）で約1.5時間、それぞれ短くなります）駆動時間は使用状況および設定などにより上記時間と異なる場合があります。また、
バッテリーパック（S）/バッテリーパック（L）の併用はできません。＊30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。



i.LINK、 は商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG,Inc.の商標であり、ソニーにライセンスされ
ています。●「MEMORY STICK」、「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。●Net MDはソニー株式会社の商標
です。●Intel Insideロゴ、Pentium、Celeron、Centrino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。●AMD、AMD Athlonおよび
AMD PowerNow!TMはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●Transmeta, the Transmeta logo,
Crusoe Processor, the Crusoe logo and combinations there of are trademarks of Transmeta Corporation in the USA and
other countries.●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TM、®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、記入事項を確認の上、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年保有しております。
●ノートブックコンピューター「バイオ」は個人用・家庭用です。

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。●バッテリーは火
の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。●ぬれた手
でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●掲載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には対応していません。●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。●ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式
会社の商標です。●i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、 はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。

安全に関するご注意
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、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。

●バイオ各モデルについてさらに詳しくは、VAIOホームページ内のカタログもご覧ください。

液晶画面についてのご注意：

●緩衝材に100%紙系材料を使用しています。●キャビネットと主要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。●主要プ

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＊1。●外箱、リカバリーCDの箱、および保証書の紙袋には、表層に100%雑誌

古紙再生紙、表層印刷にVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています＊2。

＊1 バイオノートZ、バイオノート505、バイオUのみ対象。＊2 外箱はバイオノートZ、バイオC1、バイオUのみ対象。

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。

本製品はJEITA「PCグリーンラ

ベル制度」の審査基準（2002年

度版）を満たしています。詳細は、Webサイト

http://www.jeita.or.jpをご覧ください。

本カタログに掲載のバイオは、グリー

ン購入法における判断基準（必須項

目：エネルギー消費効率）を満たして

います。

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

2003.4
カタログ記載内容2003年4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

EWTP-3   Printed in Japan.（84995518）RY   再生紙

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ユニークな商品を中心に展示しております。
＊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。

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

VAIOホームページ

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、ハードディスク上のデー

タを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して読めなく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。

バイオのセッティングや使い方を、スタッフが直接お手伝い。

ダイレクトサポートサービス

設定から使い方まで、スタッフがご自宅でサポート。「ソニー訪問サポートサービス」

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。

※訪問料（6,000円）および消費税別途。なお、上記は2003年2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。

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～
テレビ電話セッティング　　　　　　　7,000円～

セッティングサポート例

OS基本操作説明　　　　　 10,000円（2時間まで）

バイオでテレビ録画　　　　 9,000円（1.5時間まで）

バイオで音楽データ録音　　 9,000円（1.5時間まで）

デジタル写真加工（基本編） 7,000円（2時間まで）

インストラクターサポート例

「はじめてのバイオ」 9,000円（3時間）

「はじめてのホームページ」 4,500円（2時間）

デジタル写真加工（基礎・基礎2・応用） 9,000円～（各3時間）

デジタル動画編集（基礎・応用） 9,000円～（各3時間）

コースの一例

●詳しくは、ソニー「e-Support」ホームページへ：http://www.sony.co.jp/sonyservice/
●お電話でのお申し込みは「ITテクノスクエア」へ：北海道 011-862-4486／東北 022-293-6320／関東 03-3762-3148／東海 052-205-6860／関西 06-6643-1004／中四国 082-545-4661／九州 092-781-6660
受付時間：月曜日～金曜日 AM10:00～PM5:30（ただし、年末年始・祝日を除く） ◎店頭でのサポートサービスもご用意しております。詳しくは上記ホームページをご覧ください。

体験しながら、バイオの楽しみをスキルアップ。「ITエンターテインメントセミナー」

実際にバイオに触れながら、バイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。基本操作から覚えられる初めての方向
けの講座をはじめ、多彩な写真加工、凝った動画編集、デジタルスチルカメラの撮り方まで、テーマ別にコースをご用
意しました。また、講座の内容を収録したビデオもご購入いただけるので、ご自宅でもバイオの使い方を学べます。

●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Bookshelf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。Bookshelf Basicは、次の
書籍をもとに制作されました。「新英和中辞典」第6版©研究社1967、1994、1998、「新和英中辞典」第4 版©研究社1933、1995、1998、「新明解国語辞典」第5版©三省堂1972、
1974、1981、1989、1997 ●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。●「MovieShaker Ver.3.3」は、マクロメディア社のMacromedia® FlashTM Playerソフトウェア技術を採用しています。
Copyright ©1995‐2001 Macromedia, Inc.All rights Reserved. MacromediaおよびFlashは、Macromedia, Inc.の商標または登録商標です。●Adobe、Adobe Premiere、Adobe
Photoshop、Adobe Acrobat Reader、Adobe Acrobat eBook 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DyneLab, Inc. の
商標です。●LightWave、LightWave 3Dは米国NewTek社の登録商標です。●D-STORM、D-STORMロゴは株式会社ディ・ストームの商標です。●QuickTime and QuickTime
Player are trademarks of Apple Computer,Inc.,registered in the U.S.and other countries. ●「RealOne Player」は、米国また諸各国において、米国RealNetworksInc.社の登録
商標あるいは登録申請中の商標です。●Copyright InterVideo,Inc.2002 All Rights Reserved. ●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。●©2001 Broderbund Properties LLC,and its licensors. All rights reserved. Broderbund,Kid Pix and Fun
tools for big imaginations are trademarks of Broderbund Properties LLC. ●Copyright©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。●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●2002 AMERICA ONLINE. INC. All Rights Reserved. ●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。●PHANTASY STAR ONLINE（ファンタシースターオンライン）は（株）セガ及びSONIC TEAM の登録商標です。●©2000-2002 DigiCubePostPetTM

©1996-2002 Sony Communication Network Corporation. ●©SEGA/OVERWORKS, 2001,2002 ●Copyright©2001 DigiOn,Inc.and Easy System Japan Ltd. All rights
reserved. Drag'n Drop CDはEasy System JapanとDigiOn,Incの商標です。●Copyright©1993-2002 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved.●Symantec、Symantecロゴ、
Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。2002 Symantec Corporation. All Rights Reserved. ●Copyright 2002 Sony Corp.Palm Desktopは
PalmSourse,Inc.またはその子会社の商標です。●PowerPanelは米国フェニックステクノロジーズ社の商標です。●「ConceptBase」「ConceptBase Search」「CBSearch」は株
式会社ジャストシステムの登録商標です。Portion Copyright 2000 株式会社ジャストシステムPortion Copyright 1981-1988 Microsoft Corporation ●「できる」は株式会社イン
プレスの登録商標です。●DIRECTOR® COPYRIGHT© 1994, 1996 Macromedia, Inc. Made with Macromediaは、Macromedia, Inc.の商標です。●Grami Best Selection /
Grami Stick : Grami Best Selection Released Version v1.02 Copyright © 2001-2002 CyberGene.com Corporation This product contains a software product of Visionarts,
Inc."Net Icon Driver"（Copyright © 2001-2002 Visionarts, Inc All rights reserved.）.This product contains IP3 Technology licensed by Visionarts, Inc.Portions of this
software are based in part on the work of the Independent JPEG Group Grami Stick : All rights Reserved. Copyright © CyberGene.com Corporation.Contains IP3
Technology licensed from Visionarts, Inc.Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group ●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、TM 、®マークは明記しておりません。

●全国7都市で開催（札幌／仙台／東京／名古屋／大阪／広島／福岡）。
●詳しくは、ソニー「ITエンターテインメントセミナー」ホームページへ：http://www.sony.co.jp/ITEseminar/
●お電話でのお申し込みは「ITエンターテインメントセミナー事務局」へ：0466-31-5121
受付時間：月曜日～金曜日 AM10:00～PM6:00（ただし、祝日を除く）


