
※写真はPCV-L750/BPです。※画面はハメコミ合成です。

●本カタログに掲載しております標準価格には消費税、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。

パーソナルコンピューター［バイオL］

PCV-L750/BP・L550/BP
・L450G・L350/BP

じぶんスタイルでつきあえるね。スマートデスクトップ、バイオLシリーズ。

テレビも自在に楽しめる

「Giga Pocket」
搭載モデル登場

PCV-L450G



S m a r t  &  S i m p l e
S m a r t  &  S i m p l e

＊1 V.90とK56flexTMを自動判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。FAX送信時は最大14.4kbps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異なります。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L750/BPです。※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

そのスタイル、その使いやすさで、毎日心地よく使える“こだわり仕様”です。
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まるでお気に入りのステーショナリーのように、

毎日気持ちよくつきあえる“こだわり仕様”。

それがバイオLシリーズです。

高音質スピーカー内蔵のスリムな液晶ディスプレイを採用した、

インテリアにすっと溶け込むスタイリッシュなフォルム。

コンパクトに置ける省スペース設計。

そして音声認識機能や、使いたい機能がワンタッチで使える

「プログラマブル・パワーキー」など、

デザインから使いやすさにまで、きめ細かに配慮しました。

また、DV動画編集やビデオメール、音楽コレクションなど、

「バイオ」ならではの楽しみも充実。

「Giga Pocket」搭載のPCV-L450Gでは、

テレビ録画も新スタイルで楽しめます。

さらに、Pentium®IIIプロセッサー700MHz/CD-RWドライブを

搭載したPCV-L750/BPをはじめ、

全モデルに15型TFT液晶ディスプレイを採用するなど、

性能面も妥協なく追求しました。

使って心地よく、楽しい、スマートデスクトップです。
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Pentium®III 700MHz高速プロセッサー搭載。
高解像度液晶とCD-RWドライブを採用した
ハイエンドモデル。

パーソナルコンピューター

PCV-L750/BP オープン価格

●専用15型高解像度TFT液晶ディスプレイ、
ヘッドセットマイク付属

TVチューナー内蔵の
MPEG2リアルタイムエンコーダーボードを装備。
テレビを自在に楽しめる「Giga Pocket」搭載モデル。

パーソナルコンピューター

PCV-L450G オープン価格

●専用15型TFT液晶ディスプレイ、
「Giga Pocket」専用リモコン付属

15型
1024×768ドット
TFT液晶

DVD-ROM搭載

CPU

CeleronTM�
プロセッサー�
600MHz

メモリー�

64MB

HDD

20GB

PCカード・スロット� i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

OS

Windows�

98�
Second Edition

DVD-ROM�
ドライブ�

Type   ×1

モデム�ドライブ�

最大56kbps�
V.90／�

K56flexTM対応�

音声認識�
機能�

＊1

DV動画�
編集�

ビデオ�
メール�

CPU

Pentium III�
プロセッサー�
700MHz

メモリー�

128MB

HDD

30GB

PCカード・スロット� i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

OS

Windows�

98�
Second Edition

CD-RW�
ドライブ�

Type   ×1

モデム�ドライブ�

最大56kbps�
V.90／�

K56flexTM対応�

音声認識�
機能�

DV動画�
編集�

ビデオ�
メール�

＊1

15型
1280×960ドット
TFT液晶

CD-RW搭載

Pentium®III 650MHz高速プロセッサー搭載。
CD-RWドライブを装備し、
多彩に楽しめる高性能モデル。

パーソナルコンピューター

PCV-L550/BP オープン価格

●専用15型TFT液晶ディスプレイ、ヘッドセットマイク付属

CPU

Pentium III�
プロセッサー�
650MHz

メモリー�

64MB

HDD

30GB

PCカード・スロット� i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

OS

Windows�

98�
Second Edition

CD-RW�
ドライブ�

Type   ×1

モデム�ドライブ�

最大56kbps�
V.90／�

K56flexTM対応�

音声認識�
機能�

＊1

DV動画�
編集�

ビデオ�
メール�

15型
1024×768ドット
TFT液晶

CD-RW搭載

15型
1024×768ドット
TFT液晶

CD-RW搭載

CPU

CeleronTM�
プロセッサー�
600MHz

メモリー�

64MB

HDD

30GB

PCカード・スロット� i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

OS

Windows�

98�
Second Edition

CD-RW�
ドライブ�

Type   ×1

モデム�ドライブ�

最大56kbps�
V.90／�

K56flexTM対応�

TVチューナー内蔵�

Giga Pocket用�
リモコン付属�

＊1

MPEG2�
リアルタイム�
エンコーダー�

DV動画�
編集�

ビデオ�
メール�

CeleronTMプロセッサー600MHzなど、
充実のスペックを装備。
DVDビデオも楽しめるスタンダードモデル。

パーソナルコンピューター

PCV-L350/BP オープン価格

●専用15型TFT液晶ディスプレイ、ヘッドセットマイク付属



1999-2000
グッドデザイン金賞
受賞

自分の部屋に置くものだから、

スタイルも大切にしたい。バイオLシリーズは、

そんな気持ちに応えるスマートデスクトップ。

カタチはもちろん、インテリアに自然と溶けこむよう、

色合いや質感にもこだわりました。

また、スリムな液晶ディスプレイなど、

コンパクトに使える省スペース設計を追求。

さらに配線はシンプルで、

自由なレイアウトを楽しめます。

スマートに置く、つなぐ、使う。いつでも気持ちよくつきあえるスタイルです。

D e s i g n

S m a r t & S i m p l e

シンプル接続1

スピーカー一体型ディスプレイ

シンプル接続2

映像、音声、電源の接続はケーブル1本

シンプル接続3

マウスはキーボードに接続

省スペース設計を追求したスリムな本体です。

コンピューター本体は横置きはもちろん、縦置きも

OK。ディスプレイの背面に立てて設置するなど、置き

場所に合わせたスマートなレイアウトが可能です。本

体幅も、横置き時280ミリ、縦置き時には付属スタン

ドを含めても158ミリと、場所をとらないコンパクト

サイズ。さらに、液晶ディスプレイのケーブルは横方

向にも出せるので、奥行きを取らずに設置できます。

スリムで高精細な

15型TFT液晶ディスプレイを採用。

全モデルとも、見やすい15型TFT液晶ディスプレイ

を搭載。しかも、PCV-L750/BPには1280×960

ドット対応の高解像度液晶を採用し、一般的な液晶デ

ィスプレイと比較して5割以上も広いデスクトップ領

域を実現しました。また、本体との接続にはデジタ

ルインターフェースを採用。ノイズがきわめて少な

く、高精細な映像を楽しめます。さらに、ディスプレ

イのパネル部には2ケ所の可動部を設置。好きな高

さ・角度に調整可能なエルゴノミックアングル・デザ

インを採用しました。机や椅子の高さ、使う人の姿

勢など、使用状況に応じてより使いやすい状態に調

整できます。

高出力・高音質ステレオスピーカーを

コンパクトに搭載。

液晶ディスプレイのスリムなボディに高音質ステレ

オスピーカーを内蔵しました。左右独立の専用エン

クロージャーにスピーカーユニットを搭載し、さらに

チューニングポートを設置。伸びのよい中高音域と

パワフルな低音の再生を実現します。音楽や動画の

音声を高音質の迫力サウンドで楽しめます。

シンプルにつながる、自由に置ける。

レイアウトも手軽に楽しめます。

バイオLシリーズは、ディスプレイ、本体、キーボードを自

在に置ける3ピースタイプ。さらにマウスも、キーボード

に接続できます。それぞれが1本のケーブルで接続され

るので、より自由に、より手軽にレイアウトが楽しめます。
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使わない時にはスマートに収納。

キーボードには開閉式のパームレストを装備し、使

わない時にはのばしてキーボードカバーに。スタ

イリッシュでコンパクト、さらにホコリを防ぐよう工

夫しました。キーボードをディスプレイの下へ押し

込めば、デスクをいっそう広く使えます。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L350/BPです。



使いたい機能が電源オフからワンタッチ起動。

「プログラマブル・パワーキー」。

電子メールやインターネットブラウザーの起動など

がワンタッチで行える「プログラマブル・パワーキー」

を装備。電源オフ状態からでも使えるので、電子メー

ルの確認＊1も指1本で行なえます。6個のキーには

自分のよく使うプログラムを設定でき、複数の手順

をボタンひとつで自動実行させることも可能。また、

新着メールがあったときだけ点灯して知らせる「イ

ンフォメーションランプ」＊2や、指定した時間にアプ

リケーションを起動させる「タイマー

機能」＊3など、より進んだ使い方もで

きます。さらにキーボードカバーを

閉じたままでも操作が行なえ、バイ

オLシリーズならではのスマートな使い心地も追求

しました。

＊1 電子メールの自動取り込みには、別途インターネットプロバイダーとの
契約、およびダイヤルアップの設定が必要です。
＊2 インフォメーションランプは付属の「Netscape Messenger」、
「Outlook Express 5」、「Outlook 2000（PCV-L450Gは除く）」
「PostPet Ver.2.0jp」に対応します。
＊3 タイマー機能は1日1回まで設定できます（曜日指定にも対応）。

■MAIL：ワンタッチで電子メールソフトを起動、新着メー

ルを見られます。

■ INTERNET：インターネットブラウザー「Internet

Explorer」を起動します。

■PICTURE：映像マネージメントソフト「PictureGear」

を起動します。

■MEMORY STICK：スロットに入っているメモリース

ティック内の画像を「VisualFlow」で表示します。

■SETUP：各キーのセットアップなどが行なえるユーティ

リティーを立ち上げます。

■HELP：ハードディスクに収録した本体取扱説明書をす

ぐに見ることができます。

手元からでも操作ができる

「パワーキー＆スタンバイキー」。

パワーキーとスタンバイキーをキーボード上に装備。本

体をデスクの下などにレイアウトした場合も、システムの

電源オン/オフやスタンバイ操作が手元でも行なえます。

声を使って文章入力。

キータッチ不要の新しい操作性を実現する

「DragonSpeech Partner 4.05」＊1。

アメリカで幅広く支持されている音声認識ソフト

ウエア「DragonSpeech＊2」の日本語版をプリイ

ンストール。付属のヘッドセットマイクを使って、

ワープロなどのソフトで音声による文章入力が行

なえます。日常用語を中心に約5万語の豊富なア

クティブ辞書を備え、加えて約15万語のバックア

ップ辞書を搭載しました。また、誤認識をした場

合はその場で修正することで正しい認識を学習。

使えば使うほど認識精度は向上します。返信メー

ルの文章入力やインターネットブラウザーのコン

トロールなど、キーレスオペレーションの可能性

がまたひとつ広がりました。

＊1 PCV-L450Gは除きます。
＊2 アメリカでの名称は、「Naturally Speaking」となっています。

■ワンタッチでメールチェック

電源ON s s s s s1
自 動

［ＭＡＩＬ］キーを
ワンタッチ

ダイヤルアップ接続2
自 動

電子メールソフト起動3
自 動

電子メールの取り込み4
自 動

ダイヤルアップ切断5
自 動

インフォメーションランプ
で着信のお知らせ6

■返信メールは声で入力

暮らしの中でもっと気軽に使えるように、

バイオLシリーズは使いやすさにもこだわりました。

電源OFFの状態でも使いたい機能がワンタッチで起動する

「プログラマブル・パワーキー」をキーボードに装備。

メールチェックやインターネットなどを手軽に素早く実行できます。

また、音声認識機能＊も備え、付属のヘッドセットマイク＊を使って、

声による文章入力が可能。メールの返信時など、

多彩な場面でキータッチ不要の操作性が実現します。

スマートに使えるアイデアをしっかり盛りこんだ、

バイオLシリーズです。
＊PCV-L450Gを除く。

O p e r a t i o n

S m a r t & S i m p l e

s
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久しぶり、元気？

電子メールもインターネットもさらに手軽に。使うたびに実感できる使いやすさです。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L550/BPです。

プログラマブル・パワーキー スタンバイキー パワーキー



F u n  F u n  &  F u n

F u n  F u n  &  F u n

バイオＬシリーズには、

コンパクトなボディに「バイオ」の楽しさがぎっしり。

テレビ番組をハードディスクに録画して

自在に再生したり＊1、DVDソフトを楽しんだり＊2。

デジタルハンディカムで撮って、

手軽にビデオ編集＆ビデオメール。

さらに、お気に入りの音楽や画像を

コレクションする楽しみも。

「バイオ」ならではのいろんな「FUN」が、

毎日をもっともっと楽しくします。

＊1 PCV-L450Gのみ ＊2 PCV-L350/BPのみ

8 9
※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L750/BPとデジタルハンディカムDCR-PC100、
USBジョグコントローラーPCDA-J1/A、サイバーショットDSC-F505Kとの組み合わせ例です。

テレビをデジタル高画質で録画して、自由に

再生、明快に管理。「Giga Pocket」搭載の

PCV-L450Gなら、さらに充実の

テレビライフが始まります。また、

PCV-L350/BPには、DVDビデ

オの映画や音楽が楽しめるDVD-

ROMドライブを装備しました。

T V & D V D  
E n t e r t a i n m e n t ‥‥‥‥‥‥‥

圧縮音楽管理ソフト「OpenMG Jukebox」や映像マ

ネージメントソフト「PictureGear」により、音楽、

画像を「バイオ」にコレクション。活

用する楽しさが広がります。また、

「VisualFlow」を使えば、メモリー

スティック内の映像を手軽に楽しく

チェックできます。

M u s i c & P i c t u r e  
C o l l e c t i o n ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

デジタルハンディカムで撮ったら、次は

「MovieShaker」でビデオ作品づくり。軽快

な操作と多彩なエフェクトで、遊び心いっぱい

の作品に仕上がります。また、

「Smart Capture」を使えば、

ビデオメールで表情を添えたコ

ミュニケーションが楽しめます。

V i d e o E d i t & V i d e o M a i l ‥‥‥‥

P10

P12

P14

テレビ録画やビデオ編集、ビデオメールや音楽まで、デスクから多彩な楽しさが広がります。
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※写真はPCV-L350/BPです。※画面はハメコミ合成です。

もっと自由に、もっと快適にテレビとつきあえる「Giga Pocket Ver.3.0」。

録画した後は明快に管理、スピーディーに検索。

録画番組がたまっても、「Giga Pocket」なら手軽に

管理できます。各番組は「ビデオカプセル」として保

存され、ジャンル別に整理可能。番組内容もすぐ確認

できます。また、録画日時によるカレンダー表示やリ

スト表示もでき、番組名やチャンネルなど多彩な項目

で検索がOK。見たい番組をすぐに探し出せます。

リモコン対応で、快適に操作。

PCV-L450Gには、「Giga Pocket」の専

用リモコンを付属。録画や再生、チャンネル

変更などの基本操作はもちろん、再生した

い録画済み番組のセレクトも可能。ビデオ

デッキ感覚で快適にコントロールできます。

バイオノートやCD-Rに書き出せます。

録画した番組は、「Smart Connect」で接続したバ

イオノートや、CD-Rに書き出しが可能。再生専用ソ

フト「PicoPlayer」を添付して出力すれば、他のバ

イオでも「フィルムロール」を使って再生できます。

「Giga Pocket」は、新しいテレビの楽しみを実

現するソニーオリジナルソフトウエア。デジタル

高画質で長時間のテレビ番組の録画・再生が可能

です。さらに、好きな場面をすぐに再生したり、イ

ンターネットを利用して手軽に録画予約をしたり

と、今までにないテレビの楽しさ・便利さを実現。

録画した番組の管理も、わかりやすく整理でき、見

たい番組をすぐに探し出せます。

テレビ番組をデジタル高画質で長時間録画。

PCV-Ｌ450Ｇは、新開発のTVチューナー内蔵MPEG2

リアルタイムエンコーダーボードを搭載し、高画質の

MPEG2形式で、テレビ番組の録画・再生が可能。ビ

デオ入出力端子の装備により、テレビとつないでも高

画質の再生を楽しめます。また、MPEG2・標準モード

では13時間もの録画を実現。MPEG1・ビデオCD互

換モードなら、より多くの番組を録画できます。

録画番組を自在に再生。

「Giga Pocket」なら、ハードディスク録画ならでは

のランダムアクセスで、自在な再生が可能。場面の

変わり目などをサムネイル画像で表示する「フィルム

ロール」機能を使って、見たいシーンを素早く探し出

せます。また、録画しながら、すでに録画したシーン

に戻って再生できる「スリップ再生」も実現。オンエ

ア途中で帰宅したような場合でも、録画中のドラマ

やスポーツなどをすぐに初めから見られます。

PCV-L350/BPでは、最大4.8倍速（CD-ROM最大

24倍速）のDVD-ROMドライブを搭載。「Media Bar

Ver.3.1」により、映画ソフトや音楽ソフトもシンプ

ルな操作で手軽に楽しめます。

※本機はビデオ出力端子を備えません。
※本機では、地域番号（リージョナルコード）として「2」（日本）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。
※20または24ビットで録音されたDVDの中には再生時にノイズが出るなど、
再生に不具合のあるものが確認されています。本機にオーディオ機器を接
続してお聴きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を
下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。
※本機ではソフトウエアを用いてDVDを再生しています。このため、ディス
クによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウエ
ア資源の関係で音が途切れたり、コマ落ちしたり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。

PCV-L350/BPなら
DVDソフトも楽しめます。

録画予約はシンプル＆スムーズ。

番組予約は、指示にそって入力するだけの対話方式。し

かも、テープのように巻き戻しや入れ換えが必要なく、

どんどん予約設定できます。また、インターネット上の

「iEPG番組表」＊とも連係。ネット上でもスマートに番

組予約が可能。さらに、「平日のみ定時に録画」や「曜日

を指定して毎週録画」などの変則設定もOKです。録っ

た番組が一定期間で自動消去される「有効期限の設定」

を利用すれば、ディスク容量も効率よく活用できます。

＊画面は「インターネットＴＶガイド」（http://www.tvguide.or.jp/）です。

PCV-L450Gに搭載

PCV-L350/BPに搭載

T V & D V D  E n t e r t a i n m e n t

バイオＬには、テレビや映画の楽しみもいっぱい。

TVチューナーを内蔵し、「Giga Pocket」を装備したPCV-L450Gなら、

お気に入りの番組をデスクトップで楽しんだり、デジタル高画質で録画したり。

また、PCV-L350/BPには、

DVDビデオの映画ソフトを高画質・高音質で楽しめる、

DVD-ROMドライブを搭載しました。

新スタイルでテレビを録る、見る、管理する。ますます楽しいテレビライフの始まりです。
と

※写真はPCV-L450Gです。

MPEG2・高画質�

約6時間35分�

MPEG2・標準�

約13時間�

MPEG1（ビデオCD互換）�

約35時間30分�

■最長録画時間

バイオL バイオノート

CD-R

■「Giga Pocket」についてのご注意
◆テレビ番組の受信をするには、「バイオ」本体をアンテナと接続する
必要があります。◆録画中は、システムへの負荷を避けるために、他の
アプリケーションの多用を避けることをおすすめします。◆録画中に電
波が途切れた場合（深夜の放送終了を含む）や、ビデオ入力から入力さ
れた信号にノイズが多い場合には、録画した映像が途切れたり、番組全
体の録画ができないことがあります。◆「PicoPlayer」の動作環境：
WindowsR 98 Second Edition および、WindowsR 2000 Professional を
搭載したバイオを推奨。その他のPC/AT互換機では、DirectXR 6.0 以
上および、Windows MediaTM Player 6.4 以上が必要です。



V i d e o E d i t  &  V i d e o M a i l

回転クロスフェード ページめくり

デジタルハンディカムで撮ってビデオ編集。つくる、見せる映像の楽しさがパワーアップしました。

12 13※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L750/BPです。

デジタルハンディカムから映像を
取り込む「DVgate Motion」。

i.LINK端子に接続したデジタルハンディカムとの間

で、映像データの取り込みと書き出しを行うツール

です。再生・早送り・コマ送りなどのDV機器のコン

トロールも「バイオ」からマウスの操作で行えるの

で、手軽に映像の取り込みと書き出しが可能です。

デジタルハンディカムから高画質のまま
動画を取り込んでカット編集が楽しめる「DVgate Ver.2.1」。

「DVgate」は、デジタルハンディカムで撮影した

映像を「バイオ」に取り込み、必要なシーンだけを

正確につないで自分だけの映像作りが楽しめる、

ソニーオリジナルソフトウエア。「DVga t e

Motion」、「DVgate Assemble」、「DVgate

Still」の3ツールから構成され、DVテープからの

動画像取り込み、必要な区間の切り出しとつなぎ、

DVテープへの書き出し、またDVテープからの静

止画キャプチャーが行えます。

必要なシーンを選んで、編集する
「DVgate Assemble」。

取り込んだ映像から、作品に使いたい映像の区間

を指定して、自由な順番でつなぎ合わせるツール

です。映像の区間は1コマ単位で正確に指定可能。

つなぎ合わせもすきまなく正確に行えます。

デジタルハンディカムから静止画を
キャプチャーできる「DVgate Still」。

DV機器をバイオから制御して、静止画を取り込

めます。クリックしたポイントの前後30フレー

ムから必要なカットを選んで保存できるので、決

定的な瞬間の取り込みも手軽に行えます。

USB接続された「バイオカメラ」で
手軽にカメラスルーの映像を取り込めます。

動画や静止画を添えてビデオメールが送れる

「Smart Capture Ver.3.0」。

「Smart Capture」は、デジタルハンディカムやバイオ

カメラから、動画*1や静止画*2を取り込んで、手軽に

電子メールで送れるソニーオリジナルソフトウエア。

画面のメールボタンをクリックするだけで取り込んだ

映像を電子メールソフトに自動で添付*3。22種類の

多彩なエフェクトとデジタルズームで画像の演出もで

きます。ユニークな映像をメールに添える、そんなビ

ジュアル・コミュニケーションの楽しさが始まります。

＊1「Smart Capture Ver.3.0」で取り込める動画は、160×120ピクセル、1
ショット当たり最大60秒間（1秒間最大10フレーム）で、DV品質ではありま
せん。ファイル形式はAVI（非圧縮）/MPEG1/アニメーションGIFが選べま
す。＊2 静止画のキャプチャーは640×480から80×60ピクセルまでの4
段階の画像サイズ、画像モードはファイン/スタンダード/エコノミーから選
択可能です。ファイル形式はJPEG/BMP/GIFが選べます。＊3 動画をメール
に添付する場合のファイル形式はMPEG1になります。受信側で再生する
場合WindowsR 98、WindowsR 2000などのMPEG1再生環境が必要です。

手軽に画像入りのホームページがつくれる

「Smart Write Ver.1.4」。

簡易ワープロソフト「Smart Write」を使えば、

「Smart Capture」でキャプチャーした映像を手軽に文

章に張り付けられます。さらにHTML方式に変換でき

るので、そのままホームページに使うことも可能です。

※ホームページを公開するには、インターネットサービスプロバイダー
との契約や各種の接続設定などが必要です。

エフェクトや画面の切り換え効果、

タイトルなど、楽しい特殊効果を豊富に装備。

「MovieShaker」には、画面に重ね合わせて表示す

る24種類の「エフェクト」、シーンとシーンの切り換

わりを効果的に演出する8種類の「トランジション」、

フォントと8種類のエフェクトを選んで、楽しいテ

ロップが作れる「テキストエフェクト」を用意。手軽

な操作で、魅力的に作品をショーアップします。また、

素材の音量、色合い、再生スピードも設定できます。

映像や音を「バイオ」が

自動的に組み合わせる「シェーカー」機能。

素材トレイの映像を自動でつないで特殊効果で演出

する「シェーカー」機能。ゆったりした穏やかなシー

ンからテンポの速い激しいシーンまで5段階の設定

から選ぶだけで、後は素材を「バイオ」がランダムに

「シェーク」します。エフェクトやテキスト*1、BGM*2

まで付いた楽しい作品が手軽に出来上がります。

＊1  テキストはあらかじめ入力が必要です。
＊2 「MovieShaker」に付属しているBGMになります。

デジタルハンディカム*1から取り込んだ動画*2や、デ

ジタルカメラで撮影した静止画*3を素材にして、手軽

に楽しくビデオ編集。「MovieShaker」なら、個性あ

ふれるビデオ作品が遊び感覚でつくれます。編集操

作は、各映像の長さを調節して、好きな順に並び替え

るだけと、とてもシンプル。作品を演出する特殊効

果も多数装備しました。さらに、ホームページやメー

ルで公開するなど、できた後も楽しさが広がります。

＊1 DV機器との映像の入出力には「DVgate Motion」を使用します。
＊2 使用可能な動画のファイル形式：QuickTime Movie(.MOV)、AVI(.AVI)
＊3 使用可能な静止画のファイル形式：Windows Bitmap(.BMP)、
GIF(.GIF)、JPEG(.JPG)、PNG(.PNG)、PICT(.PCT)

バイオＬシリーズでは、ビデオの楽しみもさらに充実。

i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから映像・音声を取り込んでデジタルビデオ編集が楽しめます。

「DVgate」で取り込んだ画像を素材にして、「MovieShaker」で遊び心いっぱいのビデオ作品づくりに挑戦。

完成したら、DVテープに書き出すだけでなく、ビデオメールにしたり、

ホームページにアップしたりと、さまざまな楽しさが広がります。

さらに、バイオカメラでキャプチャーした表情も手軽にメールで送れる「Smart Capture」など、

見る楽しみ、見せる楽しみがいっぱいです。

●シェーカー

●トランジション

多彩な出力形式に対応。ビデオメールや

ホームページで作品を公開できます。

完成した作品は、作品の初めの1分間を電子メール

に添付できます。MPEG1形式でコンパクトに圧縮

するので、小さなファイルサイズで送信が可能。コ

ミュニケーションの楽しさがふくらみます。また、

QuickTimeやRealVideo形式に保存すればホーム

ページにもアップロードOK。世界中にオリジナルビ

デオ作品を公開できます。さらに「DVgate Motion」

を利用すれば、デジタルハンディカムのDVテープ

にも書き出せます。

※DV形式で保存する場合、書き出しが終了するまでに作品の実時間の
約10～20倍以上の時間が必要となります。

● エフェクト

爆発 薄氷 星グルグル

■バイオネットワークサービス（http://www.vaio.ne.jp/）

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービ

スです。お申し込みは電話回線を通じてオンラインで可

能。入会金も不要で、アカウントを取得してすぐにインタ

ーネットに接続できます。お得な特典いっぱいの「バイオ

メールアドレス」など、バイオネットワークサービスなら

ではの機能をご利用いただけます。

●「バイオ」所有の証、バイオメールアドレス（@xxx.vaio.ne.jp）

すでに他のインターネットプロバイダーとご契約の方に

おすすめの、メールサーバー提供サービスです。バイオ

メールアドレス（****@xxx.vaio.ne.jp）を使って、メールの

送受信が楽しめます。

月額基本料：300円

※会社や学校のネットワーク環境によってはご利用いただけない場合もあります。

●バイオインターネットセット

はじめてインターネットプロバイダーとご契約を検討の方

におすすめの、総合的な接続サービスです。全国115地

域149箇所（2000年3月1日時点）のアクセスポイントを通

じて、ホームページのアクセスやメールの送受信などの

インターネットの楽しみが広がります。

内容：バイオメールアドレス、メールエクスチェンジサービ

ス、ユーザーホームページ開設サービス付き

月額基本料：2000円

※ 詳細は、バイオネットワークサービス内のご案内ページ
（http://www.vaio.ne.jp/service.html）でご案内します。

◎AdobeRPremiereR5.1 LE優待提供サービス
バイオLシリーズのご登録カスタマーの方へ、ビデオ編集・
加工ソフト「AdobeRPremiereR5.1LE」を9,800円（税別、
送料別）で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ
（http://www.vaio.sony.co.jp/）内のカスタマー専用サイ
ト「アップグレードエリア」でご案内します。

※「DVgate Still」には、DV機器への書き出し機能はありません。※「DVgate Ver.2.1」は2000年5月10日現在、ソニーが2000年4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機器各モデルでのみ接続動作を確認しています。

シェーク

「バイオL」だから、買ったその日からネットサーフィンが楽しめる。

「ODNインターネット無料接続サービス」、バイオネットワークサービス「おためし利用」。

■ ODNインターネット無料接続サービス

バイオLシリーズには、電話代を含めてインターネットが無

料接続で体験できる「ODNインターネット無料接続体験サ

ービス」を付属。アクセスポイントまでの電話代を気にする

ことなく、気軽にネットサーフィンが楽しめます。設定はマ

ウスをクリックするだけ。1台1台に同梱されている個別の

IDとパスワードがインターネットへの扉を開けてくれます。

●ご利用時間：100分

●ご利用期間：2000年12月31日まで

※メールアドレスは発行されません。

■バイオネットワークサービス「おためし利用」

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サ

ービス「バイオネットワークサービス」での「おため

し利用」が可能です。12月31日までの長期間にわた

りインターネットサーフィンの楽しさを無料で体験い

ただけます。

●ご利用期間：2000年12月31日まで

●ご利用可能時間：午前8：00～午後8：00
※電子メールをご利用いただくには、バイオネットワークサービ
スへの入会手続きが必要です。アクセスポイントまでの電話料
金はお客様のご負担となります。詳しくは下記をご覧ください。

デジタルハンディカムから取り込んだ動画に、
楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集できる、「MovieShaker Ver.1.1」。



「OpenMG Jukebox」は、ハードディスクにお気に

入りの曲をどんどん録音して、「バイオ」をジュー

クボックスのように楽しめる、ソニーオリジナル

ソフトです。お手持ちの音楽CDを、ATRAC3*1

形式で高音質のまま圧縮して録音*2。面倒な曲名

データ入力も「CD情報取得機能」により自動的に

行えます。また、「OpenMG」に対応したインター

ネットの音楽配信サイトから、最新の音楽を購入し

て登録することも可能。さらに「バイオ ミュージッ

ククリップ」に好きな曲を取り出せば*3アウトドア

リスニングも楽しめます。

＊1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現す
る、ソニーの新しい音声圧縮技術です。
＊2 ハードディスク容量1GBあたり、約14～15枚以上の音楽CDが録音
できます。（標準モード/105kbps時）
＊3「バイオ ミュージッククリップ」および「メモリースティックウォー
クマン」などに取り出す（チェックアウト）には、それぞれに付属の対
応ソフトウエアをインストールすることが必要です。

最新の音楽はインターネットで購入。

ソニーの開発した音楽著作権保護技術「OpenMG」

に対応しているため、「bitmusic」をはじめとするイ

ンターネット上の音楽配信サイトから著作権を守りな

がら気軽に聴きたい曲を購入できます。

［音楽配信サイト］
●bitmusic（ビットミュージック）

http://bit.sonymusic.co.jp/

●@MUSIC（アットミュージック）

http://atmusic.avexnet.or.jp/

音楽CDや各種AVファイル＊1の管理・再生を統合環

境で楽しめます。また、「CD情報取得機能」により、

音楽CDの曲名データの自動登録も可能。インター

ネット上のデータベースとも連携して、お手持ちの

音楽CDのライブラリーを手軽に作成できます。さ

らに、対応MDデッキと接続すれば、曲順の入れ替

えなどの編集も行えます。

＊1「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生できません。

ハードディスクにあらかじめ、国内発売の邦楽・洋楽約

67,000件の音楽CDの曲名データを収録。「Media Bar」

や「OpenMG Jukebox」で、音楽CDの登録や録音を

する際に、曲名データを自動で入力できます。データが

見つからない場合も、インターネットに接続すれば最新

のデータを参照できるので、新譜CDにも対応可能＊1。

さらに、インターネット上のオンラインCDショップ

「CDNOW JAPAN＊2」にアクセスして、キーワードを

指定して検索することも可能です。

＊1 本サービスは、ソニー株式会社および株式会社 音楽出版社の共同
開発により運営されています。
＊2「CDNOW JAPAN 」 http://www.cdnow.co.jp/

M u s i c & P i c t u r e  C o l l e c t i o n

音楽も画像も「バイオ」から新しい魅力が生まれます。

ソニーオリジナルソフトウエア「OpenMG Jukebox」で「バイオ」にミュージックコレクション。

ジュークボックス感覚で聴いたり、「ミュージッククリップ」に

取り込んでアウトドアで聴いたりと、新スタイルで音楽を楽しめます。

また、映像をまとめて管理・活用できる「PictureGear」で、

HTMLアルバムづくりやパノラマ画像づくりなど、

画像活用の楽しさが広がります。

お気に入りの音楽や画像を「バイオ」にコレクション。聴く楽しさ、つくる楽しさがふくらみます。

音楽CDや各種AVファイルを
管理・再生できる、
「Media Bar Ver.3.1」。

■CDの曲名を自動入力。「OpenMG Jukebox」、「Media Bar」対応の「CD情報取得機能」。

お手持ちのCDを録音する。インターネットで最新の曲を購入する。
音楽を新スタイルで楽める、「OpenMG Jukebox」。

14 15※画面はすべてハメコミ合成です。※写真はPCV-L550/BPです。※画面の曲名はすべて架空のものです。

静止画や動画を一括管理。
デジタルカメラの画像の整理に便利な、「PictureGear Ver.4.1」。
「PictureGear」は、さまざまな形式の静止画・動画を一

括管理・活用できる映像マネージメントソフトです。フ

ォルダー内の画像を一覧表示し、見たい画像は12.5％

～800％の高速ズームで確認することが可能。お気に

入りの画像をテーマごとに分類できるコレクション機

能、撮影日やフォーマットなど多彩な条件から探せる画

像検索機能を備え、デジタルカメラで撮りためた大量の

画像データも快適に整理できます。動画像の静止画分解

や、パノラマ画像合成などの加工機能も備えるほか、ラ

新世代の記録メディア「メモリースティック」対応。

「バイオ」

バイオL

「メモリースティック」
デジタルスチルカメラ
DSC-F505V
標準価格125,000円（税別）

3.5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-TRV20
標準価格235,000円（税別）

メモリースティック内の映像を、
楽しく一覧表示する「VisualFlow」。
「VisualFlow」は、メモリースティックに記録され

たデータを見やすく一覧表示する、ビューワーソフ

ト。本体のスロットにメモリースティックを差し込

むと自動的に起動。保存された静止画や動画のサ

ムネイルを、らせん状などのユニークなカタチに並

べ、一覧表示します。もちろん、撮影日時やファイ

ルサイズなどの条件による並び替えも可能です。

手軽に画像加工が楽しめる

「Adobe® PhotoDeluxe® forファミリー3.0」。

静止画をさまざまに加工できるフォトレタッチソフ

ト。画質の調整、画像の合成、フィルター機能による

特殊効果の演出など、多彩な画像加工が楽しめます。

また、数100種のテンプレートを使い、ポストカー

ド、カレンダーなども作成できます。

※アドビ システムズ社による初回コールより90日間の無料サポート。
以後は同社による有償サポートメニューが用意されています。

「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」ご利用上のご注意
「OpenMG Jukebox」は、SDMI（Secure Digital Music Initiative）の
規定に従い、音楽著作権を保護し、音楽文化の健全な発展と正当な購
入者の権利を確保するため暗号技術を利用した著作権保護技術
「OpenMG」が組み込まれています。このため、ご使用いただくにあた
り下記の制限があることをご理解ください。

「バイオ」でのご使用上の注意事項
◆「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディス
クに記録します。暗号化が施された音楽ファイルを、別のフォルダやド
ライブ、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。
◆暗号化して記録した音楽ファイルのバックアップ/リストア（復元）を行
うには、現在ソニーが準備中の、インターネット上での認証システムを
利用したバックアップ/リストアサービスのご利用が必要です。詳しくは、
OpenMGサイト（http://www.openmg.com/jp/）でご案内する予定です。
◆不具合などの原因により、録音やダウンロードができなかった場合
や音楽ファイルが破損または消去された場合の、内容の補償について
は、ご容赦ください。
◆コピー禁止信号の入った音楽ソースは取り扱えない場合があります。
◆「OpenMG Jukebox」は、同一のソフトウエアを複数のパーソナル
コンピューターにインストールすることはできません。

EMDサービスご使用上の注意事項
◆インターネットへの接続環境が必要となります。
◆「OpenMG Jukebox」でOpenMG対応のEMD（音楽配信）サービスを
ご利用になるには、専用のWebサイトから「EMDキー」やプログラムな
どのダウンロードが必要となります。
◆さらに、各配信サービスの実施主体者へのお申し込みも必要となり
ます。
◆お客様のセキュリティー保護のため、暗号通信（SSL）を設けており
ます。プロキシサーバーなどで SSLが使用できない環境（企業からの
アクセスなど）にあるお客様は、ご利用できない場合があります。

ポータブルプレーヤーご使用上の注意事項
◆お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、最大3台までの
「OpenMG」対応ポータブルプレーヤー（バイオ ミュージッククリップ
など。以下「プレーヤー」）への取り込み（チェックアウト）が可能です。
◆4台目のプレーヤーに取り込みたい場合は、3台目までのプレーヤーの
いずれかから認証キーを「バイオ」に戻す（チェックイン）必要があります。
◆プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った
「バイオ」にのみチェックインが行えます。
◆EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウト

の可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信元によって定め
られており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。

「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて
◆SDMIの規定が、将来新規定に移行した場合、本ソフトウエアは一部
の機能が使えなくなる可能性があります。この場合はアップグレードに
て対応させていただく予定です。なお、アップグレードは有償とさせて
いただく場合があります。あらかじめご了承ください。

著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠
SDMI（Secure Digital Music Initiative）はデジタル音楽著作権保護
を目的に、1998年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード
会社や IT関連企業などが中核となって活動を推進しています。
「OpenMG Jukebox」は、このSDMIが策定する標準仕様に沿って開
発されています。
●　 は、SDMI規格に準拠した製品であることを示すものです。
●　 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。

「メモリースティック」はコンパクトで持ち運びに

も便利な新世代のリムーバブル記録メディア。さ

まざまなデータの保存はもちろん、サイバーショ

ットやデジタルハンディカムの静止画データも記

録できます。バイオLシリーズでは、本体前面に

「メモリースティック」専用スロットを装備。差し込

むだけで本体電源がオンになり、記録されている

データを自動判別し、一覧表示します。「メモリー

スティック」内の必要な画像を取り込んだり、逆に、

「バイオ」で加工した画像を

「メモリースティック」に

書き出すことも可

能。また、「メモリー

スティック」用PC

カードアダプターMSAC-PC2N（P17参照）を使

えば、他のパソコンのPCカードスロットに差して

画像データの交換もできます。

ベル印刷やオリジナルスクリーンセーバーなど、つくる

楽しみも充実しています。

必要な画像を指定してのスライドショーも可
能。画像の切り換わり方が選べ、効果音によ
る演出も楽しめます。

デジタルカメラで撮影した大量
の画像も手軽にホームページ
のファイルに変換できます。

● スライドショーを楽しむ。 ● 画像をホームページに。

ブーメラン3D

ブロック

フロッピーディスクやビデオカセット、MD、CD-
R、オーディオカセット、MO、DAT、「メモリーステ
ィック」などのラベル作成が手軽に楽しめます。
※ラベル印刷には市販のプリンターが必要です。

● いろいろなラベルを作る。



「バイオ」のある生活が

もっと楽しくなる、「バイオギア」。

バイオ用カメラ

PCGA-VC1 オープン価格
●CCD総画素数：1/6型41万画素CCD●レンズ機
構：回転角度210度●専用マイクアダプター、専用
タイピンマイク、取り付けアダプター付属●電源：
USBバスパワー●外形寸法（カメラ部）：幅36×高さ
67×奥行25mm●質量（カメラ部）：約45g

静止画や動画を手軽にキャプチャー。
「バイオ」につないで、すぐにビデオメールが
送れる「バイオカメラ」。

パーソナルネットワークプレーヤー

VNW-V10 /A オープン価格
●液晶パネル：モノクロSTN液晶（320×240ドット）
●記憶容量：2MB●電池寿命：約20時間●電源：
アルカリ単4形乾電池1本●付属品：ソフトウエア
CD-ROM、USB接続ケービル、単4形乾電池、ハン
ドストラップ、キャリングケース●外形寸法：幅
74.4×高さ94.3×厚さ8.5（最薄部）mm●質量：90g
（本体のみ）

「バイオ」から見たい情報だけを取り込んで、
スマートに携帯。手のひらサイズの
データビューワー「バイオインフォキャリー」。

A c c e s s o r i e s
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パーソナルネットワークプレーヤー

MC-P10 オープン価格
●最大録音時間：ATRAC3（132kbps）約60分、
ATRAC3（66kbps）約120分●電源：単3形アルカリ
乾電池1本●連続再生時間：約5時間●付属品：ソフ
トウエアCD-ROM、USBケーブル、ヘッドホン、ネッ
クストラップ、単3形電池●外形寸法：幅21.5×高さ
119.8×奥行24.0mm●質量：48g（乾電池含む）

お気に入りの音楽を「バイオ」から
取り込んで持ち歩く、新しいリスニング
アイテム「バイオミュージッククリップ」。

USBジョグコントローラー

PCDA-J1/A オープン価格
●付属品：USBケーブル（1.8m）、ソニーオリジナ
ルテンプレート、CD-ROM（専用ドライバー、キー設
定マネージャー、ラベルメーカー、ソニーオリジナル
キーセット、他）●外形寸法：幅231×高さ51×奥行
183mm●質量：約420g※DirectX（ダイレクトインプ
ット）を使用しているソフトウエアには対応していま
せん。※ジョグを高速回転させた場合、回転数に比
例した動作をしない場合があります。

ジョグ/シャトルで
スムーズにカット編集が楽しめる
「USBジョグコントローラー」。

●これらソフトウエアには、1）ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2）各ソフトウエアメーカーによるサポート 3）サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。■ 付属ソフトウエア一覧

＊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自動で行います(Excel 2000、Word 2000、Outlook 2000は除く）。OS単体インストールはできません。＊2 OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO、およびMicrosoftR／Shogakukan BookshelfR BasicはCD-ROMで付属しま

す。 ● Microsoft、Windows、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です。●Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。●DirectCD、Easy CD

Creatorはアダプテック社の商標です。●Copyrightc1996-1999 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved ●QuickTime and QuickTime logo are trademarks used under license.QuickTime is registered in the U.S. and other countries.●「RealPlayer」は、米国また諸各国にお

いて、米国RealNetwork,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●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。●PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。● Netscape、Netscape

NavigatorおよびNetscapeのNロゴは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商標です。Netscapeのロゴ、Netscape Communicatorおよびその他の製品名とサービス名は、Netscape Communications Corporation社の商標です(一部の国では、登録

商標となっています）。 Netscape Navigatorの著作権は、Netscape Communications Corporation社に帰属します。● ODNは日本テレコム株式会社の商標です。●「ぷらら」はジーアールホームネット株式会社の商標です。●＠niftyはニフティ株式会社の商標です。●2000 AMERICA

ONLINE INC. All Rights Reserved. ●DIONは第二電電株式会社の登録商標です。●NEWEBはKDD株式会社の登録商標です。●マスターネットサインアップツールはマスターネット株式会社の商標です。●プロアトラスは株式会社アルプス社の登録商標です。●ハイパーダイヤは株式

会社日立情報システムズの登録商標です。●Robowordは株式会社テクノクラフトの登録商標です。●Copyright c1991-2000 Dragon Systems,Inc All rights reserved. ●VirusScanは日本ネットワークアソシエイツ株式会社の商標です。●その他本書に記載されているシステム名、製品名は

一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、Rマークは明記しておりません。※DVgate Ver.2.1/Smart Capture Ver.3.0は、2000年5月10日現在、ソニーが2000年4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機器各モデル（メディアコンバーター

Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。※ソフトウエ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を行うものがありますのでご了承ください。

カテゴリー

OS

クリエーション

オーディオ

＆ビジュアル

エンターテインメント

コミュニケーション

ソフトウエア

MicrosoftR WindowsR 98 Second Edition＊1

DVgate Ver.2.1

DVgate Motion

DVgate Assemble

DVgate Still

MovieShaker Ver. 1.1

PictureGear Ver. 4.1

AdobeR PhotoDeluxeR forファミリー3.0

DirectCDTM Ver.3.0 ※PCV-L750/BP・L550/BP・L450Gのみ

Easy CD CreatorTM 4 Standard

※PCV-L750/BP・L550/BP・L450Gのみ

Media Bar Ver. 3.1

OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO＊2

Giga Pocket Ver. 3.0 ※PCV-L450Gのみ

YAMAHAソフトシンセサイザーS-YXG50

YAMAHA MIDPLUG Control for XG／

YAMAHA MIDPLUG for XG

YAMAHA XG Player 4.0

QuickTime 4.1

RealPlayer G2

Tiny AIBO Ver. 2.1 ※PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPのみ

Smart Capture Ver. 3.0

Smart Connect Ver.3.0

Smart Connect モニター Ver. 1.1

Smart Publisher Ver.1.4

MicrosoftR Outlook Express 5

PostPet Ver. 2.0jp

Internet Explorer 5

Netscape Communicator 4.7 日本語版

さぱりミレニアム

バイオネットワークサービスオンラインサインアップ

So-net オンラインサインアップ

ODNスターターキットソフトウエア

DV動画／静止画入出力／簡易編集

・DV動画入出力／

DVテープインデックススキャン

・DV動画ファイルクリッピング

DV動画ファイル連結・MPEG1変換

DV静止画キャプチャー

動画編集・加工

画像ファイルマネージメント

静止画加工（フォトレタッチ）

CD-R/RWパケットライトソフトウエア

CD-R/RWライティングソフトウエア

AV管理／再生統合ソフト

SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理/再生ソフト

MPEG録画／管理／再生統合ソフト

ソフトウエア音源

インターネットエクスプローラー／

ネットスケープナビゲーター用MIDI再生プラグイン

MIDI再生アプリケーション

ムービープレーヤー

ストリームプレーヤー

バーチャルマスコット

ビジュアルコミュニケーション

i.LINKネットワーク（ドライバー）

ネットワークモニター

FTPアップローダー

電子メールソフト

インターネットブラウザー

3Dマルチユーザーチャットワールド

サービスプロバイダー

カテゴリー

コミュニケーション

リファレンスツール

ステーショナリー

ユーティリティー

その他

ソフトウエア

P'zDialer（ぷららアクセスソフトウエア）

＠niftyでインターネット

AOL 5.0 for Windows

DIONオンラインサインアッププログラム

NEWEBオンラインサインアップ用ソフトウエア

マスターネットサインアップツール

さくらのブラウザバンキングサービス

Navin' You Ver.4.1 for VAIO 

プロアトラス2000

（東京23区・名古屋市・大阪市）

ハイパーダイヤ

Roboword Ver.4.0 for VAIO 

AdobeR AcrobatR Reader 4.0J

郵便番号検索ツール

Smart Label Ver.2.3

Smart Write Ver.1.4

MicrosoftR Office 2000 Personal

Word 2000、

Excel 2000、

Outlook 2000、

Microsoft／Shogakukan BookshelfR Basic＊2

※PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPのみ

DragonSpeech Partner 4.05

※PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPのみ

Smart Commander Ver.1.2

※PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPのみ

Smart Script Ver.1.2

VAIO Action Setup Ver.1.1

VisualFlow

システム情報

VirusScan

VAIO壁紙

VAIOオンライン・カスタマー登録

UI Design Selector

サービスプロバイダー

オンラインバンキング

地図ビューワー

サンプル地図データ

電車交通案内

クイック辞書ビューワー

PDFビューワー

郵便番号検索（７桁対応）

マルチメディアメモ

簡易ワープロ

統合ソフトウエア

ワープロ／

表計算／

個人情報管理／

マルチメディア統合辞典

音声認識ソフトウエア

音声認識インターフェース

スクリプト作成／実行

アプリケーション起動

メディアブラウザー

ユーティリティー

ウィルスチェッカー

VAIOオリジナル壁紙

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

（ ）（ ）

「バイオ」ワールドがさらに充実。

多彩なソフトをプリインストールしました。

デジタルマップを活用できる、

「Navin' You Ver.4.1 for VAIO」。

「Navin' You」は、パソコン上で地図を活用するデジタ

ルマップナビゲーター。地図上のポイントに静止画や

メモを貼り付ける「ユーザーズポイント」や、旅行行程

を検索する「トラベルルート探索」など、多彩な機能を

誇ります。

トラベルルート探索：電車などの公共交通機関での

お出かけに、出発地点と目的地を指定するだけで、最寄

り駅や使用路線、時刻、乗り継ぎ、徒歩ルートまでガイド

します。検索結果を自動でレイアウトしてプリントアウト

も可能です。

インターネットと連携：インターネット上でレストラ

ンなどを検索できる「MAPOO(マップー)」*1や、ホテル

の検索・予約などができる「旅の窓口」*2から情報を取り

込み、ユーザーズポイントに登録すれば、手軽に地図デ

ータベースが作成できます。

＊1 http://www.mapoo.or.jp/ ＊2 http://www.mytrip.net/

サンプル地図データを付属：最新のデジタルマップ「プ

ロアトラス 2000」東京23区/名古屋市/大阪市サンプル

地図データも装備しました。

●「Navin' You」のさらに豊富な機
能を利用できる、ハンディGPSレシー
バーと対応地図のセットを、VAIOホー
ムページ内のアップグレードエリアで
提供予定です。詳しくはVAIOホームペ
ージ(http://www.vaio.sony.co.jp/)で
ご案内します。

あなたの声に、「バイオ」の中のAIBOが

かわいい仕草で応える「Tiny AIBO」＊。

「Tiny AIBO」は、エンターテインメントロボット

「AIBO」を画面上に3次元画像で再現したマスコット。

声によるコマンド入力を可能にする音声認識インター

フェース「Smart Commander」に対応し、付属のヘッ

ドセットマイクを使って「前進」「芸して」「すわって」な

どの登録コマンドを呼びかける

と、かわいい仕草で応えます。

AIBOの色やウィンドウの形状な

ども、好みに合わせて選べます。

＊PCV-L450Gは非搭載。

豊富なオンラインアクセスソフトを用意。

オンラインカスタマー登録の後、画面のガイドに従

うだけでインターネットプロバイダーへの入会手続

きが行えます。「バイオネットワークサービス」をは

じめ、ソニーグループの「So-net」「AOL」「DION」

「NEWEB」「@nifty」「ODN」「ぷらら」「マスターネッ

ト」の各社から用途に合わせて選べます。

幅広く活用できる

「MicrosoftR Office 2000 Personal」。

PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPには、マイク

ロソフト社のワープロソフトWord 2000、表計算ソ

フトExcel 2000、情報管理ソフトOutlook 2000を

搭載。さまざまなシーンで幅広く活躍します。

※マイクロソフトによる初回コールより90日間の無料サポート。以後
は同社による有償サポートが用意されています。

「バイオ」同士をつないで、高速データ転送

を実現する「Smart Connect」。

付属ソフト「Smart Connect Ver.3.0」により、複

数の「バイオ」をi.LINK端子で接続して、高速データ

通信が可能*。接続後はドライブやプリンターを共有

できるほか、Windowsの「ブリーフケース」や「バッ

クアップ」機能にも利用できます。また、画面に接続

状態を表示する「Smart Connect モニター

Ver.1.1」も搭載しました。

＊「Smart Connect」の転送速度は、お互いのi.LINK端子の種類・CPU
などの処理能力、Smart Connectのバージョンなどにより異なります。
S400のi.LINK端子を装備したPentium III 750MHzのバイオ同士で、
Smart Connect Ver.3.0で接続した場合、約50Mbps～120Mbpsになり
ます。※ プロトコルにはNetBEUIまたはTCP/IPを使用します。※「STD
モード」により、「IP over 1394」での接続も可能です。※ i.LINK端子で
のDV機器との接続と、Smart Connect接続の同時利用はできません。

S o f t w a r e
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部屋に合わせて演出できる専用ドレスアップツール。

i.LINK CD-RWドライブ

PCVA-CRW1 オープン価格
●大きさ：幅171×高さ58×奥行304mm（横置き時）
●質量：約2.5kg（本体のみ）●読み出し最大24倍
速、書き込み最大4倍速＊。
＊システム環境により、実行速度は異なる場合があります。

PCVA-KC1G
（グリーングラナイト）

PCVA-KC1D
（ダークグラナイト）

PCVA-KC1R
（パープルグラナイト）

PCVA-KC1V
（バイオグラナイト）

オリジナル色のキーボードカバーと、マウスパッドのセット
オープン価格
PCVA-KC1V（バイオグラナイト）に含まれるキーボードカバーは、
PCV-L750/BPに付属のものと同等品です。

※「バイオギア」製品は「バイオ」専用です。「バイオ」以外のパソコンとの動作は保証していません。
※「バイオギア」各製品について、詳しい情報は「バイオギアカタログ」をご覧ください。

※画面はすべてハメコミ合成です。※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

■「バイオ」の世界を広げる関連製品。

「メモリースティック」
デジタルスチルカメラ

DSC-F505 V
標準価格125,000円（税別）新発売
●「メモリースティック」＆スタミナキット（リチャー
ジャブルバッテリーパック、ACアダプター/チャー
ジャー）付属

カールツァイス光学5倍ズーム
レンズと334万画素CCD採用の「サイバーショット」F505V

3.5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-TRV20
標準価格235,000円（税別）

※本機をお使いになるには、別売のアクセサリーキット
ACCKIT-MM70標準価格32,000円（税別）が必要です。

107万画素メガピクセルCCD搭載。
「メモリースティック」にも対応の
デジタルハンディカム

i.LINK端子でスマートにつながる、CD-RWドライブ。

新世代の記録メディア、「メモリースティック」

128MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM128Q オープン価格
●128MB SDRAM  168ピンDIMM

256MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM256S オープン価格
●256MB SDRAM  168ピンDIMM

「バイオ」同士や
デジタルハンディカムの接続に。
高速S400規格対応のi.ＬＩＮＫケーブル。

●［4ピン←→4ピン］タイプ

VMC-IL4408A（0.8m）標準価格2,200円（税別）
VMC-IL4415A（1.5m）標準価格3,500円（税別）
VMC-IL4435A（3.5m）標準価格5,500円（税別）

●［4ピン←→6ピン］タイプ

VMC-IL4615A（1.5m）標準価格3,500円（税別）
VMC-IL4635A（3.5m）標準価格5,500円（税別）

●［6ピン←→6ピン］タイプ

VMC-IL6615A（1.5m）標準価格3,500円（税別）
VMC-IL6635A（3.5m）標準価格5,500円（税別）

MSA-8AN（8MB） 標準価格 3,300円（税別）
MSA-16AN（16MB）標準価格 5,000円（税別）
MSA-32AN（32MB）標準価格10,000円（税別）
MSA-64AN（64MB）標準価格18,000円（税別）

CD-Rメディア
CDQ-74CNL・74CNP・74CNB・74CNV
オープン価格
●ディスクが見えるシースルーパッケージ。
●カラー：ブルー、ピンク、ブラック、パープル

「メモリースティック」用ＰＣカードアダプター
MSAC-PC2N 標準価格7,800円（税別）新発売

※著作権保護型の「マジックゲート メモリース
ティック」に著作権保護（暗号化）をかけて記録
された音声ファイルを再生することはできません。

※メモリーモジュールをご購入後にご自分で取り付けら
れない場合は、ソニー（株）VAIOカスタマーリンクで有
料取り付けサ－ビスを承っております。

CD-RWメディア
CD-RW650DF  標準価格3,300円（税別）
●「DirectCDTM」対応フォーマット済み

ワイヤレスでスマートに
インターネット接続や「バイオ」同士で
データ交信ができる「ワイヤレスLAN」。

「バイオギア」などのUSB機器を、
複数台使用できるUSBハブ。

●ワイヤレスで快適なネットワーク環境を実現。
●最大11Mbpsの高速データ通信が可能。
●置き場所を選ばないコンパクトサイズ。

●USBコネクターを4ポート装備。
●付属のACアダプターのほか、USBバスパワー
でも使用可能。

●大きさ：幅102×高さ68×奥行21mm
（本体のみ）●質量：約90g ●接続機
器や動作状況が一目でわかるソフトウ
エア「USB チェッカー」付属。
●USB接続ケーブル（50cm）付属。
＊バイオカメラなど一部のUSB機器は、
同時使用ができない場合があります。

ワイヤレスLAN アクセスポイント

PCWA-A100 オープン価格

●大きさ：幅156×高さ125×奥行35mm＊

●質量：約480g（本体のみ）
●規格：IEEE802.11/802.11b（無線LAN
標準互換プロトコル）
●V.90モデムとEthernet（10BASE-T）端
子を装備。
＊本体縦置き時。スタンドは含みません。

USBハブ

PCDA-UH4 オープン価格

USBケーブル

PCDA-UC18（1.8m）
オープン価格

ワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C100 オープン価格

※ワイヤレスLAN アクセスポイントからプロバイダーへの接
続はモデム／ISDN／CATVなどを経由します。
※詳しくは、別紙のカタログをご覧ください。

●高感度アンテナをカード本体と一体化。
●対応OS：WindowsR 2000 Professional / 98 Second Edition
（プリインストールモデル）
●規格：IEEE802.11 / 802.11b（無線LAN標準互換プロトコル）
●伝送距離＊：～100m
＊使用状況により異なります。※PCWA-C100は「バイオ」専用です。



心地よく使える高性能をスマートに集約しました。

H a r d w a r e

高解像度。広い表示領域で鮮明な映像が得られます。
＊1024×768ドットの約1.5倍の表示領域

1280×960ドット＊ 型TFT液晶15 1024×768ドット 型TFT液晶15

qステレオスピーカー wチューニングポート e電源ランプ　rインフォメーションランプ　
t明るさ調整ダイヤル　y音量調整ダイヤル

q電源スイッチ/電源ランプ　wフロッピーディスクドライブ　ePCV-L750/BP・L550/BP・
L450G：CD-RWドライブ　PCV-L350/BP：DVD-ROMドライブ　rフロッピーディスクアク
セスランプ　tCD-RW/DVD-ROMアクセスランプ　yハードディスクアクセスランプ　uマ
イク入力　iヘッドホン端子　oボリュームつまみ　!0PCカードスロット !1メモリースティ
ックスロット !2i.LINK（IEEE1394）端子S400/4ピン　!3USBコネクター
※写真はPCV-L350/BPです。

qAC INPUT（AC電源入力）プラグ wPCIボード拡張スロット e電話回線端子 r電話機端子
tプリンター/パラレルポート yシリアルポート uモニター用コネクター（アナログ）iUSBコネク
ター　oオーディオライン入力 !0オーディオライン出力 !1i.LINK（IEEE1394）端子S400/6ピン
!2専用ディスプレイ用コネクター（40ピン）!3キーボードポート＊ !4「Giga Pocket」用オーディオ
出力 !5「Giga Pocket」用ビデオ出力（ビデオ／Sビデオ共用）!6「Giga Pocket」用オーディオ入
力 !7「Giga Pocket」用ビデオ入力（ビデオ／Sビデオ共用）!8VHF / UHF（アンテナ）端子
＊専用端子です。PS/2接続の10キーは接続できません。

qケーブル/マウスポート（MiniDIN）＊ w日本語キーボード　eプログラマブル・パワーキー
rナンバーロックランプ　tキャップスロックランプ　yスタンバイキー uパワーキー iス
クロール機能付きホイールマウス（付属） oパームレスト兼用キーボードカバー
＊専用端子です。PS/2接続の10キーは接続できません。※写真はPCV-L750/BPです。PCV-
L550/BP・L450G・PCV-L350/BPのキーボードカバーのデザインは多少異なります。

※PCV-L450Gには付属しません。
※ヘッドフォンとしての機能はありません。

※PCV-L450Gのみ付属

本体正面

キーボード 付属アクセサリー

ヘッドセットマイク リモコン・受光ユニット

ディスプレイ

本体背面

18

q w e r t y

e

r

t

y

q

o

i

q

u i

q w e tr y u q

o !0 !1 !2 !3

!8!7!5 !6!4

q w e r

uyt io!0!1 !2 !3

w
w

15型 15型

PCV-L750/BP・
L550/BP・L350/BP

PCV-L450G

PCV-L550/BP・L450G・L350/BPPCV-L750/BP

PCV-L750/BP PCV-L550/BP PCV-L450G PCV-L350/BP
PentiumR IIIプロセッサー 700MHz PentiumR IIIプロセッサー 650MHz CeleronTMプロセッサー600MHz

1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵） 1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）
440BX AGPset

100MHz 66MHz
128MB／512MB＊1（SDRAM） 64MB／512MB＊1（SDRAM）

DIMMスロット×2（1）
ATI RAGETM 128PRO 4XL（オンボード、AGP 2×モード対応）

8MB（SDRAM）
1677万色(1280x1024＊2、1280x960＊3、1024x768、800x600、640x480)

3.5インチ×1
約30GB（Ultra ATA）＊4（Cドライブ約6GB／Dドライブ約24GB） 約20GB（Ultra ATA）＊4（Cドライブ約6GB／Dドライブ約14GB）
CD-RWドライブ／読み出し最大20倍速、書き込み最大4倍速 DVD-ROMドライブ／DVD-ROM最大4.8倍速、CD-ROM最大24倍速

PCIスロット搭載

●キーボード（MiniDIN×1）●付属液晶ディスプレイ専用ディスプレイ出力（40ピン）●シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン×1）●パラレルポート（D-sub 25ピン×1）●USB（×1）
●オーディオ入出力（ステレオミニジャックライン入出力）●ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン×1）＊5 ●モデム用モジュラージャック×2（LINE、TELEPHONE）● i.LINK S400（6ピン）端子×1

PCV-L450Gのみ：●MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用入出力端子×1（◎ビデオ入力：ビデオ、Sビデオ共用［特殊端子＜MiniDIN7ピン＞］×1
◎オーディオ入力：ステレオミニジャック×1、オーディオ出力：ステレオミニジャック×1  ◎アンテナ入力端子×1＊6）

● i.LINK S400（4ピン）端子×1●USB（×1）●マイク入力（モノラルミニジャック入力）●ヘッドホン出力（ステレオミニジャック出力）
メモリースティックスロット×1
Type II×1、CardBus対応

PCI×2（1）＊8 PCI×2（0）＊8 PCI×2（1）＊8

Aureal VORTEX 8810 : AC97準拠（PCI接続、オンボード）
最大56kbps（V.90／K56flexTM）＊9／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）

専用液晶ディスプレイ、キーボード、キーボード用ケーブル、縦置き用スタンド、マウス、電源ケーブル、電話線、マニュアル、リカバリーCD×2、ヘッドセットマイク（PCV-L450Gは除く）、
PCV-L450Gのみ：赤外線リモコン、赤外線受光ユニット（USB直付ケーブル2m）、ビデオ接続用変換コネクター（MiniDIN7ピン←→RCAピン端子）×2、

ビデオ接続ケーブル×1（1.5m）、オーディオ接続ケーブル×1（1.5m）、アンテナ接続ケーブル×1（3.6m）
AC100V±10％／50～60Hz

約42W（最大約135W）／スタンバイ時約2.4W 約54W（最大約135W）／スタンバイ時約29W（2.4W）＊ 約42W（最大約135W）／スタンバイ時約2.4W
R区分0.0015 R区分0.0016 R区分0.0207（0.0017）＊10 R区分0.0017

幅約280mm×高さ90mm×奥行335mm（本体、突起物を除く）、幅約158mm×高さ約302mm×奥行335mm（本体縦置き時、スタンド含む）
幅398mm×高さ45mm×奥行178mm（キーボード） 幅398mm×高さ45mm×奥行244mm（キーボード、パームレスト付き）

約5.4kg（本体）／約1.3kg（キーボード） 約5.5kg（本体）／約1.3kg（キーボード） 約5.4kg（本体）／約1.3kg（キーボード）

モデル
プロセッサー
キャッシュメモリー
チップセット
システムバスクロック
メインメモリー 標準／最大
拡張メモリースロット（空き）
グラフィックアクセラレーター
ビデオメモリー
表示モード
フロッピーディスクドライブ
ハードディスク
ドライブ
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード
外部接続端子（背面）

外部接続端子（前面）
メモリースティックスロット＊7

PCカードスロット
拡張スロット（空き）
オーディオ機能
内蔵モデム
主な付属品

電源
消費電力
エネルギー消費効率
本体外形寸法

質量

＊1 標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、256MBメモリーモジュール（PCVA-MM256S）を2枚増設した場合です。＊2 1280x1024は付属液晶ディスプレイでは表示できません。別売モニターが必要です。＊3 1280x960はPCV-L550/BP・L450G・L350/BPでは表示で
きません。＊4 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容量はPCV-L750/BP・L550/BP・L450Gでは約28.5GB（Cドライブ約5.6GB / Dドライブ約22.9GB）、PCV-L350/BPでは約19GB（Cドライブ約5.6GB / Dドライブ約13.4GB）になります
＊5 別売モニター用です。付属液晶ディスプレイは接続できません。＊6 CATV、衛星放送のアンテナ信号から映像を取り込むことはできません。＊7 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し/書き込み専用です。「マジックゲート メモリースティック」に著作権保護
（暗号化）を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。＊8 ハーフサイズ（ボード長17.4cm）を超えるPCIボードは装着できません。＊9 V.90／K56flexTMを自動判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。
データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。＊10（ ）内の数値は、スタンバイ時のモードをシステムサスペンド（メモリー以外の電源供給を止めるモード）に変更した場合の数値です。この場合、リモコンを使って復帰させることはできません。

＊グラフィックアクセラレーターのフレーム補間機能により実現。

■ 本体部の主な仕様

■ 付属ディスプレイの主な仕様
モデル
専用付属ディスプレイ
画面サイズ
最大解像度
表示モード
入力信号フォーマット
スピーカー出力
ケーブル長さ
外形寸法

質量

PCV-L750/BP PCV-L550/BP PCV-L450G PCV-L350/BP
PCVA-15QTAP2 PCVA-15XTAP PCVA-15XTAP2

15型
1280×960 1024×768

約1677＊万色（1280×960、1024×768、800×600、640×480） 約1677＊万色（1024×768、800×600、640×480）
TMDS
3.0W+3.0W
約1.5m

幅約403mm×高さ327mm×奥行172mm（直立ポジション）
幅403mm×高さ297mm×奥行172mm（エルゴノミックアングルポジション）

約3.5kg

◎本機はビデオ編集専用機ではありません。WindowsROSによる汎用的なパーソナルコンピューター
です。本機の取扱いにはWindowsパソコンの基本操作について習熟が必要です。

◎本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的と
してものです。

◎著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。

◎「DVgate Ver.2.1」および「Smart Capture Ver.3.0」は、2000年5月10日現在、ソニーが
2000年4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機器各モデル（メディアコン
バーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く。）でのみ接続動作を確認しています。

◎本機は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整するソフトウェアを
備えますが、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。これは特に、テープ上
へインサート編集を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制
御はDV（i.LINK）ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。

◎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。また、PCV-L550/BP・L450G・L350/BPはメモリーを128MB以上に増設することを
おすすめします。

PCV-L750/BP・L550/BP・L450G・L350/BPによる
「DV動画編集」に関するご注意

※デジタル動画編集の詳細につきましては、別カタログ「VAIOデジタルビデオ編集読本」をご覧ください。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。安全に関するご注意

安全にご使用いただくためのご注意 ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をし
ないでください。●本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。
液晶画面について ●液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠
けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありません。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。●本商
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エアの中には、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　●標準価格には、配送
設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外
観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタ
ログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなか
には地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びくだ

さい。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法（エネルギーの使用
と合理化に関する法律）による表記を記載しています。●「エネルギー消費効率」とは、省エ
ネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で
除したものです。●ハードディスクの容量は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、 は商標です。●MEMORY
STICK、メモリースティックはソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentium、
celeron及びMMXは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、
Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標で
す。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入
時のご注意 ●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、「カ
スタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「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。●当社は、パーソナルコンピューターの補修用性
能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しております。●本製品は個人用・家庭用です。

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

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

「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。」

ソニーの充実したカスタマーサービスとサポート体制。

●オンラインカスタマー登録
本機のモデム端子を電話回線に接続し、デスクトップ上の「オンラインカスタマー登録ソフトウェア」の
ガイドに従って入力するだけでVAIOカスタマーご登録が完了します。ご登録者には「VAIO Customer's
Card（登録証）」のほか、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無
料になるインターネット接続IDを差し上げます。

●VAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）
「バイオ」の製品情報はもちろん、「バイオ」をさらに楽しくする使いこなし情報やサポート情報など、役
立つ情報を満載。VAIOカスタマーご登録を行なわれれば、「UPGRADE AREA」サイトでのソフトウ
エアのアップグレードや関連製品のご提供、ご所有の機種に合わせた情報を自動的に表示する専用
サイト「My VAIO Home」など、さまざまなVAIOカスタマー専用のサービスを利用いただけます。

●VAIOカスタマーリンク
ホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）：さまざまなサポート情報をご案内しています。
FAX情報サービス：24時間、FAXでもサポート情報をご案内しています。
電話サポートサービス：バイオご購入者の方に限り、各種の技術的なご相談と修理の受付を承りま
す。自動応答のアナウンスに従って、ご希望のメニューをお選びください。各メニューの専任担当者
が応対いたします。受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時（年末年始を除きます）
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映像信号のデジタルインターフェースには
パネルリンク＊技術を用いています。

＊パネルリンク（PanelLink）およびパネルリンクロゴは、
米国Silicon Image,Incの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
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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


