
ノートブックコンピューター［バイオノートFX］

PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・FX33G/BP・FX11G/BP

●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-FX77G/BP（右）・FX33G/BP（左）です。●画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Office XP Personal
プレインストールモデル

シンプルなボディで、多彩に楽しむ。

ここからはじめる「バイオノートFX」。
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PCG-FX77G/BP オープン価格

＊1 バッテリー使用時間は、バッテリーパック（本体に付属）1個／
バッテリーパック（PCGA-BP71A）2個使用時。いずれも省電力モー
ドで使用した場合。
＊2 V.90とK56flexTMを自動的に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送受信時は、14.4kbpsが最大速度となります。
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。

すっきりしたボディに、広々とした15型大画面＊1を搭載。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ＊2やフロッピーディスクドライブ、

デジタルハンディカムなどとつながるi.LINK端子を装備。

「バイオノートFX」なら、やってみたいことや好きなことが、気軽にはじめられます。

インターネットを楽しむ。ビデオメールを送る。

ビデオクリップをつくってCD-Rなどに記録する＊2。大画面でDVDビデオを楽しむ。

映像をライブ中継する。音楽をコレクションして聴く。

さまざまな映像と音楽の楽しみを、ソニーオリジナルソフトウェアで手軽に操作できます。

さらにワープロや表計算ができる、Microsoft® Office XP Personalも付属しました。

バイオの魅力を凝縮した「バイオノートFX」。多彩な楽しみが、この一台からはじまります。

＊1  PCG-FX77G/BP・FX55G/BP。PCG-FX33G/BP・FX11G/BPは14.1型。
＊2  PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・FX33G/BP。PCG-FX11G/BPはDVD-ROMドライブを搭載。
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ソニーのPCは正規のM i c r o s o f t
®

W i n d o w s
® を搭載しています。
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●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。

◎写真はPCG-FX77G/BPです。
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PCG-FX55G/BP オープン価格
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PCG-FX33G/BP オープン価格

700MHz
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PCG-FX11G/BP オープン価格

シンプルなボディと、見やすい大画面。多彩な楽しみがここからはじまる「バイオノートFX」。



＊1 ◎「旅の窓口」http://www.mytrip.net/ ◎「JTB国内宿泊」http://www.jtb.co.jp/navin/sp/ ◎「MAPOO（マップー）」http://www.mapoo.or.jp/ ◎「e+（イー
プラス）」http://eee.eplus.co.jp/   ＊2 メモリースティックの使用には、別売のメモリースティック用PCカードアダプター MSAC-PC2Nなどが必要です。
＊3 DVDナビシステムNVX-M7000（メモリースティックスロット付き）オープン価格

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」など、多彩な機能を誇ります。地図データは、ゼンリンの
「Navin' You専用マップサンプル版（東京23区/名古屋市/大阪市）」を付属します。

●お気に入りの場所などの情報を素材に、手軽にホームページが作成できます。
●ホテルやレストランなどの情報が検索できるホームページと連携＊1。気に入った場所は自動的
にユーザーズポイントに登録され、ダイレクトに表示できます。

●メモリースティック＊2を使って、ソニーのクリエに地図を取り込んだり、ソニー製カーナビゲー
ションシステムNVX-M7000＊3とデータをやり取りすることができます。

ビデオメールで伝える。ホームページを活用する。

「バイオノートFX」から、楽しいネットワークの遊びがはじまります。

54 ●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。

楽しいビデオメールを送る。ホームページを活用する。ボタンひとつでメール受信する＊。

インターネットのさまざまな楽しみが、気軽にはじめられる「バイオノートFX」。

伝える、つながる楽しみが大きく広がります。

＊PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・FX33G/BPのみ。

バイオ用カメラ
PCGA-VC2（別売）オープン価格
＊詳しくはP14をご覧ください。

「バイオノートFX」につないで、
ビデオメールが楽しめる「バイオカメラ」。

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を取り込み、メールボタンを押すだ
けで電子メールソフトに自動添付＊3。手軽にビデオメールが送れます。
●22種類のエフェクトで、映像を楽しく演出できます。
●デジタルハンディカムの撮影済みのDVテープからも取り込めます。
＊1「Smart Capture Ver.4.1」で取り込める動画は、160×112ピクセル（MPEG1撮影時）、1ショット当たり最大120秒間で、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は、Windows® 98、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professional搭載
などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

デジタルハンディカムやバイオカメラでとらえた表情を添えて、
電子メールをもっと楽しくする「Smart Capture（スマート・キャプチャー）」。

おなじみのモモをはじめとするペット達がメールを運びます。
※「ポストペット」はインターネット専用の電子メールソフトです。電子メールの送受信には、POP3またはAPOPサーバー、および
SMTPサーバーに対応したプロバイダーとの契約が必要です。 ◎http://www.so-net.ne.jp/postpet/

かわいいペットがメールを運ぶ「PostPet（ポストペット）」。

デジタルマップを多彩に活用できる「Navin' You（ナビン・ユー）」。

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手軽に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。

●@nifty接続料金が3か月無料。
本カタログに掲載の「バイオノートFX」（PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・FX33G/BP・FX11G/BP）より「@nifty」
に2003年7月31日までに入会すると、インターネット接続料金が3か月無料になる特典があります。
※特典の詳細については、ニフティ（株）0120-816-042までお問い合わせください。※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。

豊富なオンラインアクセスソフトを用意。

入会金不要で、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。バイオ所有の証
（＠＊＊＊.vaio.ne.jp）を使ってメールの送受信ができる「バイオメールアドレス」（月額基本料300
円／税別）＊や、インターネットが使い放題の「バイオインターネットセット」（月額基本料1,800
円／税別）など、さまざまなサービスを用意しています。
＊本サービスのみのご利用も可能です。 ※詳細は、バイオネットワークサービスのホームページをご覧ください。

●インターネットアクセス無料おためし利用。
バイオご購入から、2001年9月30日までの長期間にわたり、インターネットアクセスの無料おため
し利用が可能。入会手続きも不要です。
※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入会手続きが必要になります。 ※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。

VAIOカスタマーのため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」。（http://www.vaio.ne.jp/）

使いたい機能をワンタッチで起動する
「プログラマブル・パワーキー」。
（PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・FX33G/BPのみ）

電子メールやインターネットブラウザー

の起動がワンタッチで行えるプログラマ

ブル・パワーキーを3個装備。電源オフ状

態から、ワンタッチで電子メールの確認が

できます。また、各キーに自分がよく使う

プログラムを設定して、複数の一連の手

順を自動実行させることも可能です。

◎写真はPCG-FX33G/BPです。

ワイヤレスLAN スターターキット

PCWA-A100C（別売）オープン価格
●ワイヤレスLAN アクセスポイント
PCWA-A100とワイヤレスLAN
PCカードPCWA-C100のセット。

※詳しくはP14をご覧ください。

ワイヤレス
LAN PC カード

家中好きなところから
ワイヤレスで
インターネットに
つながる
バイオ専用無線
ネットワークシステム。

ビデオメール／ライブ発信／インターネット

ビ デ オ メ ー ル を 楽 し む

電 子 メ ー ル や イ ン タ ー ネ ット を 楽 し む

ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 す る

バイオに接続したデジタルハンディカムやバイオカメラで撮影中の映像を、リアルタイムで圧
縮・送信、専用のWebサイト「パーキャスTV」で公開することができます。
●オリジナルのビデオ作品など、DVテープに録画された映像も送信できます。
●特殊映像効果や音、アニメーション効果など20種類以上のエフェクトで、ライブ中継を楽しく演
出できます。

◎「パーソナルキャスティング」無料お試しのご案内：「パーキャスTV」サービスの会員登録を行っていただいたお客様には、「バイオ」が提案する
ネットワークを使った新しい楽しみ「パーソナルキャスティング」をお試しいただけます。
〈お試し内容〉1回あたり7分間の番組10回分。同時視聴者数は最大3名まで。サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは「パーキャスTV」
ホームページをご覧ください。「パーキャスTV」http://www.percastv.net/

◎ライブ動画配信の楽しさを紹介「パーキャスTV」で個人ネット放送局を実現 http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/percastv/

映像を撮影してインターネットでライブ発信できる「URecSight（ユーレックサイト）」。

映 像 を ラ イ ブ 中 継 す る

©1996-2001 Sony Communication Network
Corporation All rights reserved.
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ソニーのPCは正規のMicrosoft
®

Windows
®を搭載しています。

www.microsoft .com/piracy/howtotel l

ワイヤレスLAN
アクセスポイント

「URecSight」によるライブ発信についてのご注意 （2001年5月現在）
※「パーキャスTV」へのライブ発信は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。※ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認には
インターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯域な通
信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。再生ソフトとしてRealPlayer 7以降が必要です。※配信されるライブ映像
には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。※その他、パーソナルキャスティングサービス
についての詳しい情報、最新情報は、「パーキャスTV」ホームページ（http://www.percastv.net/）をご覧ください。



画像を「バイオノートFX」に集めて、つくる、遊ぶ、見せる。

オリジナル画像を、新しいアイデアで楽しめます。

76 ●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。

静止画や動画を手軽にコレクションして活用できる「バイオノートFX」。

DVテープのワンシーンをラベルにしたり、お気に入りの画像をホームページで公開したり。

オリジナル画像から、クリエーションやコミュニケーションの楽しみが生まれます。

ソニーのPCは正規のMicrosoft
®

Windows
®を搭載しています。

www.microsoft .com/piracy/howtotel l

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの画像の整理や
ホームページ作りに便利な「PictureGear（ピクチャーギア）」。

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」。

家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムをインターネット上

に手軽に作成できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティーサ

イト。会員登録すれば、「Smart Capture」や「MovieShaker」などから画像

をアップロードして、サイト上に無料で掲載できます。画像を仲間とシェ

アしたり一般公開したりと、楽しさが大きく広がります。また、好きな画

像を選んでプリントオーダーサービス（有償）の提供も予定しています。

※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（http://www.imagestation.jp/）。
◎「イメージステーション」の楽しい活用法をご紹介。
VAIOホームページ「イメージステーション活用法」http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/I_station/

音楽の楽しみまでも手の中に、
画像の情報管理、メールなどの魅力も進化した新世代「クリエ」。
パーソナルエンターテインメントオーガナイザー

PEG-N700C オープン価格

●日本語版Palm OS® Ver.3.5 ●マジックゲートメモリースティック対応 ●ジョグダイヤル搭載
※Windows® 2000 Professional / Windows® Millennium Edition / Windows® 98 Second Edition / Windows® 98に対応。

画像にフリーハンドで文字や絵を描くことができます。

●イラストやメッセージを加えた画像は、ワンタッチでメールに添付できます。

●「PictureGear」「VisualFlow」「Navin' You」と連携して、静止画にちょっとしたイラストや楽し

いスタンプを加えたり、地図に文字やルートを書き込むことができます。

画像にお絵描き感覚で文字や絵を書き込める
「PictureToy（ピクチャートーイ）」。

メモリースティック＊やフォルダ内の大量の画像データを手軽に確認できるビューワーソフトで

す。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かたちに並べて一覧表示。拡大表示や

動画の再生もできます。
＊メモリースティックの使用には、別売のメモリースティック用PCカードアダプターMSAC-PC2Nなどが必要です。

画像をユニークな表示で確認できる
「VisualFlow（ビジュアルフロー）」。

一覧表示画面例

デジタルカメラで撮った画像などを使って、CDやMDなどのラベルが手軽につくれます。

●12カテゴリー200種類以上のさまざまなメディアのテンプレートを用意。

●好みの画像などでアレンジしたり、文字や絵を描き込んだりとオリジナリティーあふれるラベ

ル作りが楽しめます。

静止画を活用して、ラベル作りが多彩に楽しめる
「LabelMaker（ラベルメーカー）」。

「PctureGear」との連携例

マイクロソフト社のワープロソフトMicrosoft Word、表計算ソフトMicrosoft Excel、情報管理ソフ

トMicrosoft Outlook®をプレインストール。幅広いシーンで活用できます。
※マイクロソフト社が4件までのお問い合わせを無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。

幅広く活用できる「Microsoft® Office XP Personal」を標準装備。

“メモリースティック”
デジタルスチルカメラ

DSC-P1（別売）
オープン価格

◎写真はPCG-FX77G/BPです。画像活用／ワープロ／表計算

画 像 で 遊 ぶ

さまざまな形式の画像を一括管理・活用できる、画像マネジメントソフトです。

●画像をテーマごとに分類できるコレクション機能や、撮影日など多彩な条件で探せる画像検索

機能を備え、大量の画像も快適に整理できます。

●お気に入りの画像を、コンパクトHTMLアルバム＊に変換してiモード対応携帯電話で表示した

り、動画や静止画を変換してソニーのクリエで表示できます。

●動画像の静止画分解やHTMLアルバム、スクリーンセーバーなど、つくる楽しみが充実。

＊画像はGIFファイルとして自動変換され、ファイルサイズは97×72ピクセル以下、容量は約4300バイトに処理されます。

ワ ー プ ロ 、 表 計 算 を す ぐ に は じ め る

一覧表示

HTMLアルバム

MDラベル

CD-Rジャケット



自分だけのムービーを、楽しみながらつくって、手軽に公開する。

「バイオノートFX」なら、ビデオ編集も気軽にはじめられます。

98 ●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。

動画が手軽に扱えるのも、「バイオノートFX」の魅力です。

バイオが自動編集した楽しいビデオクリップを、メールで送る。

高度な作品にして、CD-Rなどに記録する＊。クリエイティブな映像の楽しみが広がります。
＊PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・FX33G/BPのみ。

●さまざまな出力形式に対応し、ビデオメールやホームページなどで作品を公開できます。

●約30秒のビデオクリップに自動編集してくれる「シェーカー」機能。

素材の映像を自動でつないで特殊効果で演出、楽しい作品が手軽にできあがります。

●多彩な機能で、より凝ったオリジナル作品づくりも楽しめる。

素材映像の長さを調整して、好きな順に並べ替えるだけのシンプルな操作で、

オリジナリティーあふれるビデオ編集が楽しめます。映像や音声の長さも画面

上で確認しながら配置でき、細かな編集も可能。また、作品トレイの状態をプ

ロジェクトファイルとして保存できるので、再編集もできます。

●エフェクトやトランジションなど楽しい特殊効果を豊富に装備。

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）」。
デジタルハンディカムやデジタルカメラで撮影した動画＊1や静止画＊2を素材にし

て、個性あふれるビデオ作品づくりが遊び感覚で楽しめます。i.LINK端子に接続し

たデジタルハンディカムからの動画取り込みから、演出・編集、多彩な出力まで

このソフトひとつで楽しめます。
＊1 使用可能な主な動画ファイル形式：QuickTime Movie（.mov）、AVI（.avi）、MPEG1（.mpg）
＊2 使用可能な主な静止画ファイル形式：Windows Bitmap（.bmp）、GIF（.gif）、JPEG（.jpg）、PNG（.png）、PICT（.pct）

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り組める動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」

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。

Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版優待提供サービス。

動 画 で 遊 ぶ

i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから映像を取り込んで、高精度なデ

ジタルビデオ編集が楽しめます。

●DV動画取り込み／書き出しツール「DVgate Motion」。

バイオに接続したDV機器をマウス操作で制御しながら、必要な映像だけを取

り込みます。取り込んだ映像は「DVgate Assemble」や「MovieShaker」などで

多彩に編集可能。編集後は高画質のままDV機器へ書き出せます。

●DV動画カット／アセンブルツール「DVgate Assemble」。

「DVgate Motion」で取り込んだ映像をカットし、つなぎあわせて自由な映像づ

くりが楽しめます。MPEG形式への変換も可能です。

●静止画取り込みツール「DVgate Still」。

動画のワンシーンから決定的な瞬間を選んで静止画として取り込めます。
※デジタルビデオ編集についてのご注意は、裏表紙の「デジタルビデオ編集に関するご注意」をご覧ください。

高画質のまま映像を取り込んで、
デジタルビデオ編集が楽しめる
「DVgate（ディーブイゲート）」。

ビ デ オ 作 品 を つ く る

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-TRV30（別売）オープン価格

素材にする動画を取り込む。

DVテープに
書き出す。

メールに添付
して送る。

パターンとBGMを選んでシェイクボタンをクリック。

自動的にシェイクされ、ランダムにつながったビデオクリップに。

◎「シェーカー」機能使用例

◎エフェクト（28種類）

◎「DVgate」による動画編集

1

2

3

「DVgate Assemble」

編集後の映像は、デジタルハンディカムのDVテープに書き出せます。

「DVgate Motion」

「DVgate Motion」

DVテープの映像をシーンごとにリスト化。
必要なシーンを指定してハードディスクに取り込みます。

必要な区間を指定して切り出し、各シーンを好きな順番に
並べ替えて、一本の映像に仕上げます。

◎写真はPCG-FX33G/BPです。

爆発 星グルグル 波紋 ひらめき セピア

◎トランジション（8種類）

回転 なぞの四角

◎テキストエフェクト（テロップ）

斜め合体 ギュンと縮小

動画加工／編集

ホームページ
で公開。

CD-Rや
CD-RWに
保存＊。

◎デジタルビデオ編集のテクニックやコツをわかりやすくご紹介。
VAIOホームページ「DVスキルアップセミナー」http://www.vaio.sony.co.jp/DV/

＊PCG-FX77G/BP・FX55G/BP
・FX33G/BPのみ

ソニーのPCは正規のMicrosoft
®

Windows
®を搭載しています。
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※「MovieShaker Ver.3.0」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。



ときにはジュークボックスに。ときにはDVDシアターに。

音楽や映画も、新スタイルで楽しめる「バイオノートFX」。

1110 ●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。●画面の曲名は架空のものです。

「バイオノートFX」に音楽をコレクションして、ジュークボックスのように聴く。

好きなところに「バイオノートFX」を持ち込んで、DVDビデオで映画を楽しむ。

自分のスタイルで楽しめる、新しいエンターテインメントです。

■PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・FX33G/BP・FX11G/BP
付属ソフトウェア一覧

＊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対象外と
なります。なお、Windows® Millennium Editionをプリインストールしたバイオに対しては、Windows®

2000 Professionalを動作させるための情報とドライバーなどのモジュールの提供を今後予定していま
す。詳細は、VAIOホームページ内「SUPPORT」をご覧ください。

＊2 DVgate Ver.2.3/MovieShaker Ver.3.0/SmartCapture Ver.4.1およびURecSight Ver.1.3は、2001年5月
10日現在、ソニーが2001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。
ただし、DCR-VX1000、およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。

＊3 パケットライト形式での記録機能は備えていません。
＊4「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。本機単体では使用できません。
＊5「Step By Step Interactive」はCD-ROMで付属しています。
＊6 日本語の読み上げにのみ対応します。文脈によっては正しく発音できないことがあります。
※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご
了承ください。

●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 1993、1995、1998、「新明解国語辞典」第5版
© 三省堂 1972、1974、1981、1989、1997 ●Adobe、Adobe Premiere、Adobe Acrobat Reader はAdobe Systems
Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。●Drag'n Drop CDはEasy Systems JapanとDigiOn, Inc.の商標
です。●Copyright InterVideo, Inc. 2001 All Rights Reserved. ●Beatnik PlayerはBeatnik, Inc.の登録商標です。●
QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and
other countries.  ●「RealPlayer」、「RealJukebox」は、米国また諸各国において、米国RealNetworks,Inc.社の登録
商標あるいは登録申請中の商標です。 ●KaraOK！は株式会社フェイスの商標です。●Copyright ©1991-2001
QUALCOMM, Incorporated. Copyright©1995-2001 株式会社クニリサーチインターナショナル ●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または登録商標です。●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。●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。●
2000 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。●2001 DREAM TRAIN INTERNET INC. All rights reserved. ●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。
●PowerPanelは米国フェニックス テクノロジーズ社の商標です。●Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirus
はSymantec Corporationの登録商標です。2001 Symantec Corporation, All Right Reserved. ●「できる」は株式
会社インプレスの登録商標です。●「i-mode／アイモード」「iモード／アイモード」は株式会社NTTドコモの登録
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、TM、®マークは明記しておりません。

ソニーのPCは正規のMicrosoft
®

Windows
®を搭載しています。
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＊PCG-FX11G/BPはDVD-ROMドライブ搭載。
※本機では、ソフトウェアを用いて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。 ※20または24ビットサンプリングレートの高音質で音楽が録音された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聞きになる場合には、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。 ※「バイオノートFX」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。 ※本機にオーディオ機器を接続
してお聞きになる場合には、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。
※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。 ※市販パッケージ版と、一部機能が異なります。

「バイオノートFX」はCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを

搭載＊、映画や音楽など、多彩なDVDビデオソフトが楽しめ

ます。「WinDVDTM 2000」は、手軽な操作でDVDビデオが楽

しめ、高画質のビデオデコードが可能なDVDプレーヤーで

す。メニューによるナビゲーション操作、音声や字幕の切り

換えなど、DVDビデオのほとんどの機能に対応。プレー

ヤーからの操作だけでなく、画面を直接クリックして操作

することもできます。

自分の部屋がDVDシアターに。
DVDビデオが手軽に楽しめる
「WinDVD

TM

2000」。

D V D ビ デ オ を 見 る

お手持ちのCDを録音する。
インターネットで最新の音楽を購入する。
音楽を新スタイルで快適に楽しめる
「OpenMG Jukebox（オープンエムジー・ジュークボックス）」。
ハードディスクにお気に入りの音楽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ます。お手持ち

の音楽CDの再生・録音や、インターネット上の音楽配信

サービスの利用、対応ポータブルプレーヤーへの書き出し

まで、統合環境で快適に楽しめます。

●お手持ちの音楽CDを、ATRAC3＊1形式で高音質のまま圧縮

して、スピーディーに録音＊2。曲名データの自動登録も可

能。ジュークボックス感覚で自在に管理・再生できます。

●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、インターネット上の音楽配信サイトか

ら音楽を購入して登録できます。

●MP3やWAVE、WMA（Windows MediaTM Audio）などのサ

ウンドファイルも管理できます。

●ネットワークウォークマン（別売）などの対応ポータブル

プレーヤーに好きな曲を取り出せば、音楽を気軽に連れ出

せます。好きな曲をドラッグ＆ドロップするだけの手軽な

操作で、高速での書き出し（チェックアウト）が可能です。

【対応音楽配信サイト】
◎bitmusic（ビットミュージック）
http://bit.sonymusic.co.jp/

◎ bitmusic International
（ビットミュージックインターナショナル）
http://bit.sonymusic.co.jp/Int/

◎ bitmusic GT（ビットミュージックジーティー）
http://bit.sonymusic.co.jp/Special/GT/

◎@MUSIC（アットミュージック）
http://atmusic.avexnet.or.jp/

◎ can-d.com（キャンディドットコム）
http://www.can-d.com/

◎ K Music（ケー・ミュージック）
http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/

＊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）。
※「OpenMG Jukebox」のご利用にあたっては、著作権保護技術による制限事項な
どのご注意事項があります。詳しくは裏表紙をご覧ください。

音 楽 を 聴 く

「bitmusic
International」画面

© Copyright 2000 Sony
Music Entertainment
(Japan) Inc.

コンピューター用アクティブスピーカー

SRS-Z500PC（別売）
希望小売価格 8,800円（税別）

音楽を多彩なエフェクトでつないで
再生できる「MusicShaker（ミュージックシェーカー）」。
「OpenMG Jukebox」などに集めた音楽＊1を、多彩なエフェ

クトでつなぎながら、クラブミュージックのような味つけ

で自動再生します。プレイスタイルに合わせて映像もダイ

ナミックに変化。再生された映像は、演奏した曲と一緒に

動画ファイルとして書き出すことも可能です＊2。また、タッ

チパッドを動かして演奏中にさまざまなエフェクトを加え

ることも可能。映像も同時に変化し、ビジュアル・ジョッ

キーの気分で操作を楽しめます。
＊1 再生できる音楽ファイル：ATRAC3、MP3、WAVE、WMA。
＊2 MP3、WAVE形式の音楽ファイルのみ書き出し可能（1曲単位）。

音楽管理・再生／DVDビデオ

カテゴリー ソフトウェア 

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 

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 

カスタ 
マー 
サポート 

その他 

Simple Speech Ver.2.0＊6 
PCG-FX11G/BPを除く 

VAIO Action Setup Ver.1.3 
VisualFlow Ver.2.0 
PCG-FX11G/BPを除く 
PowerPanel 
PCG-FX11G/BPを除く 

Sony Notebook Setup 
PCG-FX11G/BPのみ 
システム情報 

Norton AntiVirus 2001 
CyberSupport Ver.3.0 for VAIO 

（「できるWindows for VAIO」収録） 

Navin' You Ver.5.1 
MapCutter 

Navin' You専用マップサンプル版（東京23区、名古屋市、大阪市） 
ハイパーダイヤ 

Adobe® Acrobat®  Reader 4.0J 
郵便番号検索ツール 

URecSight Ver.1.3＊2 
Smart Capture Ver.4.1＊2 

Microsoft® Outlook Express 5.5 
Eudora（4.3-J） 

PostPet  for Windows 
Microsoft® Internet Explorer 5.5 

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 簡単スターター 

ODNスターターキットソフトウェア 
P'z Dialer（ぷらら アクセスソフトウェア） 

@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 
BIGLOBE サインアップナビ 

DreamStart（DTIオンラインサインアップ） 

MusicShaker Ver.1.3 
KaraOK!

OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO 
RealJukebox 2 Basic 

Windows MediaTM Player 7 
WinDVDTM 2000 

Beatnik Player Ver.2.0 
QuickTime 4.1 

RealPlayer 8 Basic 
PicoPlayer Ver.4.1＊4（MPEG1・2再生） 

 

DVgate Ver.2.3＊2 

MovieShaker Ver.3.0＊2 
PictureGear Ver.5.0 
PictureToy  

LabelMaker Ver.5.0  
PCG-FX11G/BPを除く 

Drag'n Drop CD Ver.1.0＊3

SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理／再生ソフト 
音楽ファイル管理／再生ソフト 
AV再生ソフト 
DVD再生ソフト 
AV再生プラグイン 
ムービープレーヤー 
ストリームプレーヤー 
Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー 

テキスト・メール読み上げソフト 
アプリケーション等起動設定 
 
メディアブラウザー 
電源管理 
 
各種ユーティリティー 

 

ウィルスチェッカー 
VAIOマニュアル 

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 

地図ビューワー 
クリエ用地図切り出しツール 
サンプル地図データ 
電車交通案内 
PDFビューワー 
郵便番号検索 

ライブ発信 
ビジュアルコミュニケーション 
電子メール 
 
 
インターネットブラウザー 
サービスプロバイダー 

OpenMG対応自動演奏ソフト 
インターネットカラオケ 

DV動画／静止画 入出力／簡易編集 
動画編集・加工 
画像ファイルマネジメント 
静止画作成・加工（ペイント） 
ラベル作成 
CD-R/RWライティングソフトウェア 

OS Microsoft®Windows®Millennium Edition＊1

VAIO壁紙 
VAIOオンラインカスタマー登録 

UI Design Selector

Microsoft® Office XP Personal 
Word 2002、Excel 2002、Outlook®  2002、 

Bookshelf®Basic 3.0、Step By Step Interactive＊5

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 ( ) ( )

音楽の楽しみを広げる
「RealJukebox（リアルジュークボックス）」搭載。
音楽CDや各種音楽ファイルの管理・再生が可能。デジタ

ルサウンドを幅広く楽しめます。

◎DVD再生画面

◎写真はPCG-FX11G/BPです。



USBコネクター

シリアルポート

プリンターポート

モジュラージャック

シンプルなボディに快適な操作性と充実した性能を凝縮。

1312 ●画面はハメコミ合成です。

■広々として使いやすい、大画面の
15型SXGA+表示TFT液晶。

PCG-FX77G/BPには15型SXGA+（解像度：1400×
1050ドット）、PCG-FX55G/BPには15型XGA（解像
度：1024×768ドット）、PCG-FX33G/BP・FX11G/BP
には14.1型XGA（解像度：1024×768ドット）のTFT液
晶を採用。高精細かつ広い領域で、快適に使えます。

■CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ
＆フロッピーディスクドライブ
内蔵のオールインワンタイプ。

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ（PCG-
FX11G/BPはDVD-ROMド

ライブ）と、フロッピー
ディスクドライブの両方を内蔵。CD-RWディス
クへの、大容量のデータ保存・書き換えが可能
です。ライティングソフトウェアには、手軽に操
作できる「Drag'n Drop CD」を付属しています。

※CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取
れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できま
せん。CD-Rディスクでも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤー
によっては再生できないことがあります。 ※DV動画ファイル（AVI
形式）はCD-R/RWのいずれからも正しく再生できません。これらの
場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。
※CD-Rディスクへの書き込み速度は、PCG-FX77G/BP・FX55G/BP
で8倍速、PCG-FX33G/BPで4倍速になります。 ※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もあります。
●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。

■そのままネットワークに
接続できるコネクターを装備。

直接ネットワークに接
続できる、100BASE-
TX/10BASE-T対応の
ネットワークコネクター
を採用。LANやケーブルテレビなどのネットワー
クの接続がハードウェアを追加せずに行えます。
※PCG-FX11G/BPは外観が異なります。

■充実の拡張性。
2基のCardBus対応PCカードスロットや、i.LINK
端子、2個のUSB端子をはじめ、シリアルポート、

プリンターポートなど豊富な端子類を本体に装
備。「バイオギア」をはじめ、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。
●i.LINKについてのご注意：i.LINKはすべての機器間での接続動作
が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条
件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフ
トウェア(OSを含む)およびハードウェアによって規定されます。

■使いやすいタッチパッド＆キーボード。
タッチパッドには、さまざまな操作が快適にでき
る大型インテリジェント・タッチパッドを搭載。
パッドの右端をなぞれば上下スクロール、下端を
なぞれば左右スクロールできるなど、快適に使え
ます＊。また、上端左のコーナーのタッピングに
ショートカットメニューなどの機能を設定でき、
操作感も自分好みにカスタマイズ可能です。キー
ボードはキーピッチ19ミリ、キーストローク約3
ミリの打ちやすいキーボードを採用しています。
＊スクロール機能は、一部のアプリケーションでは動作しないもの
があります。

■高性能モバイルPentium® III
プロセッサー850MHz＊。

CPUには高性能インテル® SpeedStepTMテクノロ

ジー対応モバイルPentium® IIIプロセッサー

850MHz＊を搭載。バッテリー駆動時には処理能

力を抑えて長時間駆動を可能にし、AC電源使用

時にはデスクトップ並のハイパフォーマンスを

発揮。デジタルビデオの再生・編集などマルチメ

ディアデータの高速処理を実現しています。
＊PCG-FX77G/BPに搭載。PCG-FX55G/BPはモバイルPentium® III
プロセッサー750MHz、PCG-FX33G/BPはモバイルIntel®CeleronTM

プロセッサー700MHz、PCG-FX11G/BPは700MHz モバイルAMD
DuronTMプロセッサーです。

■約30GBの大容量ハードディスクドライブ＊。
デジタルビデオ編集時の大量の画像データや、

音楽ファイルの保存にも余裕をもって対応でき

ます。
＊PCG-FX77G/BP・FX55G/BP。PCG-FX33G/BP・FX11G/BPは約
20GB。

■スムーズな描画を実現する
グラフィック機能。

グラフィック統合型の高性能チップセットIntel®

815EMを採用＊。3Dゲームからデジタルビデオの

再生まで、スムーズな描画を実現します。
＊PCG-FX11G/BPのグラフィックチップは、ATI RAGETM Mobility-
M1を採用。

■大容量128MBメモリー標準搭載。
メインメモリーにはPC100対応の高速SDRAMを

採用。最大256MBへの増設が可能です。

■テレビで映像が楽しめる
ビデオ出力端子。

テレビの映像端子、音声端子と接続して、DVDビ

デオなどの映像を大画面で楽しむことができます。
※ビデオ出力と外部ディスプレイ出力との同時使用はできません。
※ビデオ出力端子からのDVDビデオ再生映像は、一般のDVDビデオ
プレーヤーの出力映像とは画質の傾向に違いがある場合がありま
す。なお、DVDビデオディスクによっては、連続出画が行えず、瞬間
的な画像の乱れを生じる場合があります。

■最大56kbps高速モデム内蔵。
インターネットを快適に楽しめる56kbps＊

（V.90/K56flexTM）の高速モデムを内蔵しています。
＊V.90とK56flexTMを自動的に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送受信時は14.4kbpsが最大速度になります。
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。

■i.LINKによるネットワーク接続が可能。
Windows® Millennium Editionが備える「IP over

1394」接続機能により、複数のバイオをi.LINK

ケーブルで接続して、高速＊でのデータ通信が可

能です。ファイル共有やプリンター共有にご利用

いただけます。
＊ i.LINKによるネットワーク接続の転送速度は、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のバイオ同士の場合で、
約50Mbps～120Mbpsになります。
※「IP over 1394」接続機能でネットワーク接続をご利用いただけ
るのは、Windows® Millennium Editionがプリインストールされたバ
イオ、またはSmartConnect Ver.3.0以降がインストールされたバイ
オ（STDモード利用）です。Windows® 98 Second Editionまたは
Windows® 2000 Professionalをプリインストールし、S400対応
i.LINK端子を搭載したバイオとは、VAIOホームページからアップ
データをダウンロード（無償）することによりネットワーク接続が可
能になります。
※i.LINK端子にDV機器を接続して「DVgate」、「MovieShaker」を使
用中には、ネットワーク接続は利用できません。

シンプルに操作できる使いやすさを追求しました。 快適に使いこなせる充実の性能。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブフロッピーディスクドライブ
※PCG-FX11G/BPはDVD-ROMドライブを搭載。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

右側面 右側面

フロッピーディスクドライブ

バッテリーベイ

i.LINK端子S400（4ピン）

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

マイク入力 マイク入力

ビデオ出力 バッテリーベイ

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

ヘッドホン出力
i.LINK端子S400（4ピン）

ビデオ出力

外部ディスプレイ用コネクター

◎写真はPCG-FX77G/BPです。

ネットワークコネクター

USBコネクター

DC IN（電源入力端子）

背面

左側面

正面

左側面

正面

ヘッドホン出力

ソニーのPCは正規のMicrosoft
®

Windows
®を搭載しています。

www.microsoft .com/piracy/howtotel l

内蔵ステレオスピーカー

LEDインジケーター

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ
※PCG-FX11G/BPは
DVD-ROMドライブを搭載。

フロッピーディスク
ドライブ

プログラマブル・
パワーキー
※PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・
FX33G/BPのみに搭載。

インテリジェント・
タッチパッド

SXGA+対応TFT液晶ディスプレイ
※写真はPCG-FX77G/BP、15型SXGA+。
PCG-FX55G/BPは、15型XGA。
PCG-FX33G/BP・FX11G/BPは、14.1型XGA。

1050ド
ッ
ト

1400ドット

SXGA+

768ド
ッ
ト

1024ドット

XGA

※PCG-FX11G/BPは、
外観が一部異なります。

19mm

● PCG-FX77G/BP・FX55G/BP ● PCG-FX33G/BP・FX11G/BP



「バイオノートFX」の楽しみを広げる関連製品。

i.LINKケーブル

◎〈4ピン⇔4ピン（S400規格）〉

VMC-IL4408A（0.8m）
希望小売価格 2,200円（税別）
VMC-IL4415A（1.5m）
希望小売価格 3,500円（税別）
VMC-IL4435A（3.5m）
希望小売価格 5,500円（税別）

◎〈4ピン⇔6ピン（S400規格）〉

VMC-IL4615A（1.5m）希望小売価格 3,500円（税別）
VMC-IL4635A（3.5m）希望小売価格 5,500円（税別）

使いやすさを広げる関連製品

ACアダプター

PCGA-AC19V オープン価格

USBマウス

PCGA-UMS1/A
オープン価格

●ホイール搭載でスクロール機能に対応
●外形寸法：幅55×高さ30.6×奥行
97.3mm
●質量：約110g
●ケーブル長：約80cm

※Windows® 2000 Professional/
Windows®Millennium Edition/
Windows® 98 Second Edition/
Windows® 98に対応。

操作をより快適にする増設用メモリー。

マウスで操作したいときに。 スペア用のACアダプター。

スペア用のバッテリーパック。

128MB増設メモリーモジュール

PCGA-MM128N オープン価格
64MB増設メモリーモジュール

PCGA-MM64N オープン価格
※PC100規格対応。
※メモリーモジュールをご購入後にご自身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ービスを承っております。

デジタルハンディカムとつなぐ。 メモリースティックを使う。

●「メモリースティック」をPCカード
スロットで使用可能にします。
＊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。

メモリースティック用PCカードアダプター

MSAC-PC2N 
希望小売価格7,800円（税別）

バイオの楽しみをさらに多彩に広げる「バイオギア」。

バイオ用カメラ

PCGA-VC2 オープン価格
●静止画や動画を電子メールに添付して手軽に
ビジュアル・コミュニケーション。
●22種類のエフェクトとデジタルズームでビデオメールを演出。
●プログレッシブスキャンCCD搭載。
●外形寸法：約幅36×高さ67×奥行25mm
●質量：約45g

バイオにつないで、ビデオメールが手軽に楽しめる「バイオカメラ」。

※本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配布開

始時点（裏表紙参照）では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳し

くは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。

※i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類（ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど）は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。

＜ワイヤレスLAN PCカードPCWA-C100＞
●PCWA-A200C・A100Cと組み合わせて複数のバイオでネットワーク共有。

＜ワイヤレスLAN アクセスポイント＞
●縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン。
●V.90モデム内蔵（PCWA-A100Cのみ）、Ethernet（10BASE-T）端子装備。
●外形寸法：幅156×高さ125×奥行35mm（縦置き時、スタンド含まず）
●質量：約450g（PCWA-A200C）、約480g（PCWA-A100C）
＜ワイヤレスLAN PCカードPCWA-C100＞
●高感度アンテナをカード本体と一体化。

ワイヤレスで、インターネット＆LAN。バイオの新しいネットワークスタイル。

ハンディGPSレシーバー

PCQA-GPS3VH オープン価格
●「Navin' You」と連携してドライブナビゲーション。
●単体でも使用可能。現在位置や移動速度などを表示。
●付属のソフトウェア「GTREX」で旅の軌跡に画像を登録、旅のア
ルバムが作れます。

バイオとつないでドライブナビゲーションが楽しめる「バイオ ハンディGPS」。

ワイヤレスLAN スターターキット

PCWA-A200C オープン価格
PCWA-A100C（モデム内蔵）オープン価格

ワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C100 オープン価格

●大容量ハードディスクドライブ。
●高速データ転送可能。（20MB/秒）
●バイオを使用中に手軽に抜き差しできるホットプラグ＆プレイで、
i.LINK端子に接続してすぐに使えます。
●動画編集・加工ソフトウェア「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語
版」付属。
●外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm
●質量：約2.4kg（本体のみ）
※i.LINKケーブルは別売です。
※ノートブック型バイオでは、PCVA-HD08・HD04を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。

大容量データの保存に便利な「i.LINKハードディスクドライブ」。

※「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。
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データ書き換えができ、CD-RWにも対応。

●書き込み：最大8倍速（CD-R）、最大4倍速（CD-RW）
●読み出し：最大24倍速（CD-ROM/CD-R）、最大14倍速（CD-RW）
●付属のACアダプターから電源供給。
●付属ソフトウェア：「Easy CD CreatorTM 4 Standard」、「DirectCDTM3」
●外形寸法：幅144×高さ26×奥行153mm（本体のみ）
●質量：約580g（本体のみ）
※Windows® 2000 Professional/ Windows® Millennium Edition/Windows® 98
Second Edition/Windows® 98に対応。※ディスクによっては書き込み速度に対応し
ていない場合があります。※High Speed CD-RWディスクへの書き込みに対応して
おりますが、書き込み速度は最大４倍速です。※PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・
FX33G/BPでは使用できません。

CD-RWドライブ

PCGA-CDRW52 オープン価格

リチャージャブルバッテリーパック

PCGA-BP71A オープン価格
●容量：約3000mAh
※PCG-FX77G/BPに付属のバッテリーパックと同等
品です。PCG-FX55G/BP・FX33G/BP・FX11G/BPに
付属のバッテリーパックの約1.7倍の容量になります。

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

i.LINK ハードディスクドライブ

PCVA-HD08（80GB）オープン価格
PCVA-HD04（40GB）オープン価格

「バイオノートFX」の持ち運びに。

●クッション性を備えたエアメッシュ
地が傷から守ります。
●「VAIO」のロゴ入り。
●ACアダプターなどを入れるミニポー
チ付き。
●外形寸法／質量：幅340×高さ290×
奥行40mm／約140g（本体用ポーチ）、
幅120×高さ180×奥行30mm／約40g
（ミニポーチ）
●カラー：ブラック

キャリングポーチ

PCGA-CPN1 オープン価格
7月上旬発売予定

◎サポート情報の総合的な入口：「CyberSupport（サイバーサポート）」は、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、ハードディスク上のさまざまなサポート情報をまとめて管理し、手軽に
閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供
まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。

◎「できるWindows for VAIO」：Windowsの基本操作を図解入りでやさしく解説した、（株）インプレス社のパソコン
解説書「できるWindows for VAIO」（HTML版）を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこ

ともできるので、Windows
の基礎知識や基本的な操作
方法などをステップアップ
形式で習得できます。

カスタマー登録は電話回線（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、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「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。また、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もお送りします。

VAIO
オンライン
カスタマー登録

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。

インフォメーション

サ ポ ー ト

サ ー ビ ス

VAIOホームページ
（http://www.vaio.sony.co.jp/）
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）
（http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/）
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サポート情報やアップグレード
情報などを電子メールでお知らせします。

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

使い方ご相談窓口
バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話でされたい場合は、VAIOカスタマーリンクが承ります。
◎受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時（年末年始を除く）

引き取り修理
バイオの修理のご依頼もお電話一本で。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）。修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

困ったこと、わからないこともスマートに解決。

◎機種ごとのサポート情報：ソフトのアッ
プデートから関連製品の接続情報まで、お使
いのバイオに関するサポート情報を掲載して
います。

◎Q&Aサーチ：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。

◎テクニカルWebサポート＊：個別のご質問をホームページで受け付け、
電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

◎MySupporter＊：VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。
＊ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）

UPGRADE AREA（アップグレードエリア）
（http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/）
「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用の特
典サービスとして開設している、ショッピング・サービス
ページです。ご所有のバイオを一層ご活用いただき、より
快適に楽しく使い続けていただくためのアップグレード
ソフトや関連製品、限定グッズ、各種サポート・サービス
など、さまざまなアイテムやサービスをご提供しています。

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

「MySupporter」

「SUPPORT」

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO」（サイバーサポート）

「CyberSupport」 「できるWindows for VAIO」
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USBハブ

PCDA-UH4 オープン価格
●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。
●接続機器や動作状況がひと目でわか
るソフトウェア「USBチェッカー」付属
●USB接続ケーブル（50cm）付属

●外形寸法：幅102×高さ68×奥行21mm（本体のみ）●質量：約90g 
※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。
※省電力モードをご使用になると、一部の機種で動作しなくなる場合が
あります。省電力モードはご使用にならないでください。

USBケーブル

PCDA-UC18オープン価格
●ケーブル長：1.8m

USB機器を複数台使用できるUSBハブ。

※写真はPCWA-A100Cです。



「バイオノートFX」による「デジタルビデオ編集」に関するご注意
●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OS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の習熟
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たものです。●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.2.3」および「MovieShaker Ver.3.0」は、2001年5月10日現在、ソニーが2001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。ただし、DCR-
VX1000、およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。●「DVgate Ver.2.3」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

微調整する機能を備えますが、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、テープ上へつなぎ録画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。●本機の「DVgate」、「MovieShaker」でハードディス
クからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体でのパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧
ください。◆ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。◆その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。◆ハードディスクは本体内蔵のハードディスクま
たはi.LINKハードディスクPCVA-HD08・HD04をご使用ください。それ以外の外部記憶装置（ハードディスク、各種ディスク）ではフレーム落ちが生じる可能性があります。

「OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO」についてのご注意
「OpenMG Jukebox」は、SDMI（Secure Digital Music Initiative）の規定に従い、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
れは、インターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことで、より手軽に音楽を楽しめる環境を広げていくことを目指したものです。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。電子音楽配信サービスから配信された音楽ファイルのうち特に認められたもの以外は、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。◆EMDサービスを利用して音楽ファイルを購入するには、イ
ンターネットへの接続環境が必要となります。◆記録した音楽ファイルのバックアップ/復元を行うには、認証のため、インターネットへの接続環境が必要に
なります。また、バックアップは、記録されたすべての音楽ファイルを一括して行います。一部の音楽ファイルのみのバックアップ/復元はできません。◆USB
やi.LINK（IEEE1394）などのプラグアンドプレイのインターフェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません（バック
アップには利用可能です）。 ●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、同時に最大3台までの
「OpenMG」対応ポータブルプレーヤーへの取り込み（チェックアウト）が可能です。◆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」にのみ戻す（チェックイン）ことができます。◆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 Ver.1.＊(＊は任意の英数
字）」付属のポータブルプレーヤーを、「OpenMG Jukebox Ver.2.1」をプリインストールするバイオで使用するには、対応ドライバー/プラグインが必要です。
詳しくは、各ポータブルプレーヤーのサポートサイトをご確認ください。◆ 本ソフトウェアに、「OpenMG JukeboxVer.1.＊」を上書きインストールしない
でください。 ●「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、本ソフトウェ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、
1999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、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。

プロセッサー 
 
キャッシュメモリー（1次／2次） 
チップセット 
メインメモリー   標準／最大 
プロセッサーシステムバス 
 拡張メモリースロット（空きスロット数） 
グラフィックアクセラレーター 
ビデオメモリー 
液晶表示装置 
表示モード 
 
外部ディスプレイ出力 
 
フロッピーディスクドライブ＊5 
ハードディスクドライブ 
ドライブ 
 
 
外部接続端子 
 
PCカードスロット 
オーディオ機能 

内蔵モデム 
キーボード／ポインティングデバイス 
主な付属品 
電源 
消費電力 
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊10 
バッテリー駆動時間＊11　 
バッテリー充電時間＊12 
温湿度条件 
本体外形寸法（最大突起部含まず） 
質量  

OS

 

PCG-FX77G/BP PCG-FX55G/BP PCG-FX33G/BP

 
15型、SXGA+対応、TFTカラー液晶 

約3～4時間（付属バッテリー×1）、約6～8時間（PCGA-BP71A×2） 
電源ON時：3時間　電源OFF時：2.5時間＊13 電源ON時：1.5時間　電源OFF時：1時間＊13 電源ON時：2時間　電源OFF時：1時間＊13

  約  幅324mm×高さ38.5mm（最厚部54.1mm）×奥行265.5mm
約3.2kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 約3.1kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 約2.8kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 約2.9kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 

約  幅324mm×高さ35.8mm（最厚部46.9mm）×奥行265.5mm

1024×768（最大約1677万色＊3）／800×600（最大約1677万色＊3）／640×480（最大約1677万色＊3） 1400×1050（最大65536色）／1280×1024＊2（最大約1677万色＊3）／1024×768 
（最大約1677万色＊3）／800×600（最大約1677万色＊3）／640×480（最大約1677万色＊3） 

1600×1200（約1677万色）／1280×1024（約1677万色）／1024×768（約1677万色）／ 
800×600（約1677万色）／640×480（約1677万色）＊4

最大56kbps＊9（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

動作時5～35℃（温度勾配10℃/時以下）20～80%（ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下）保存時-20℃～+60℃（温度勾配10℃/時以下）10～90%

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 
ACアダプター、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）、ビデオケーブル、リカバリーCD、Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ 

1400×1050（65536色）／1280×1024（約1677万色）／1024×768（約1677万色）／800×600（約1677万色）／640×480（約1677万色）＊4

●プリンターポート（D-sub 25ピン）×1　●シリアルポート（RS-232C,D-sub 9ピン）×１　●USB×2　●外部ディスプレイ出力×1　● i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1●モデム用モジュラージャック×1 
●マイク入力（モノラルミニジャック）×1　●ステレオヘッドホン出力×1　●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×１　●コンポジットビデオ出力（NTSC/PAL対応）×1　 

TypeⅢ×１またはTypeⅡ×2、16bit/CardBus対応 
ウィンドウズサウンドシステム互換、AC97準拠、ソフトウェアMIDI音源、３Ｄサウンド機能、ステレオスピーカー 

インテル®SpeedStepTMテクノロジー対応 
モバイル Pentium®IIIプロセッサー850MHz

インテル®SpeedStepTMテクノロジー対応 
モバイル Pentium®IIIプロセッサー750MHz

Microsoft®Windows®Millennium Edition

モバイルIntel®CeleronTMプロセッサー700MHz

PCG-FX11G/BP

700MHz モバイルAMD DuronTMプロセッサー 

3.5型（1.44MB／720KB）標準装備 

約30GB（Ultra ATA66）（C:約10.0GB／D:約20.0GB（出荷時））＊6 約20GB（Ultra ATA66）（C:約10.0GB／D:約10.0GB（出荷時））＊6

32KB／256KB（CPUに内蔵） 128KB／64KB（CPUに内蔵） 32KB／128KB（CPUに内蔵） 
Intel® 815EM

100MHz 200MHz

DVD-ROMドライブ（DVD-ROM 最大8倍速／ 
CD-ROM 最大24倍速、固定式＊8） 

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ＊7（読み出し：CD-ROM・CD-R 最大24倍速／CD-RW 最大12倍速／ 
DVD-ROM最大８倍速、書き込み：CD-R 最大8倍速／CD-RW 最大4倍速、固定式＊8） 

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ＊7（読み出し：CD-ROM・ 
CD-R 最大24倍速／CD-RW 最大5.7倍速／DVD-ROM最大6倍速、 

書き込み：CD-R・CD-RW 最大4倍速、固定式＊8） 

Intel® 815EMチップセットに内蔵 
最大11MB（メインメモリー共有）＊1

15型、XGA対応、TFTカラー液晶 14.1型、XGA対応、TFTカラー液晶 

SDRAM 128MB（SODIMM×1）／最大256MB（PC100対応） 
VIA Apollo KT133A

ATI RAGETM Mobility M1
8MB

SODIMMスロット×2（1） 

46W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0025

約1.5～2.5時間（付属バッテリー×1）、約6～9時間（PCGA-BP71A×2） 

41W（バッテリー充電含まず） 

約1.5～2.5時間（付属バッテリー×1）、約6～8.5時間（PCGA-BP71A×2） 

43W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0030

約1～2時間（付属バッテリー×1）、約4～6時間（PCGA-BP71A×2） 

54W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0021

■PCG-FX77G/BP・FX55G/BP・FX33G/BP・FX11G/BPの主な仕様

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

2001.7
カタログ記載内容 2001年7月現在

よい品を
手軽にクレジットで

〒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

BVEWTP-3 Printed in Japan.（84995451）R

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

ソニーの最新技術や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

は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●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。i.LINK、 は商標です。
●VAIOはソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentium、Celeronは、Intel
Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレー
ションの米国及びその他の国における登録商標です。●K56flexはLucent Technologies社と
Conexant Systems社の商標です。●AMDおよびAMD DuronはAdvanced Micro Devices, Inc.の
商標または登録商標です。●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、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8年保有しております。
●本製品は個人用・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。●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。
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

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。

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。

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。

＊1 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません。＊2 全画面表示はできません。＊3 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。＊4 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。＊5 フロッピーディスクドライブは、サブバッテリー
ベイとしてお使いいただけます。＊6 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-FX77G/BP・FX55G/BPは約27.8GB、PCG-FX33G/BP・FX11G/BPは約18.5GBです。＊7 HighSpeed CD-RWの書き込みに対応していますが、書き込み速度は最大4倍速になり
ます。＊8 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（別売）との交換着脱はできません。＊9 V.90とK56flexTMを自動判別して切り換えます。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が最大値になります。＊10 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。＊11 バッテリー駆動時間は省電力モード時。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。＊12 85％充電時。100％充電までにはそれぞれさらに1時間かかります。ON時の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。＊13 PCG-FX55G/BP・FX33G/BP・FX11G/BPに標準搭載のバッテリーの容量は、PCG-FX77G/BPに標準搭載されているバッテリーの約57％になります。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell


