
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

●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-NV99M/BPです。●写真のMDウォークマンMZ-E909は別売です。
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見る、聴く、撮る。楽しみと、でかける。



外出先でワイヤレスでつながる。 4ページ

家の中でワイヤレスでつながる。 6ページ

音楽を集める。聴く。持ち出す。 8ページ

ネットワークでコミュニケーションする。 10ページ

静止画・動画を活用する。 12ページ

音楽や映像を持ち出して、

好きなところで、気ままに楽しむ。
外出先でも、家の中でも、ワイヤレスでネットワークにつながる。

お気に入りの音楽や映像を、好きな場所で楽しむ。

生活の中のワンシーンを、インターネットを使って仲間に伝える。

バイオノートなら、自分のスタイルで、音楽や映像を気ままに楽しめます。

▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲

写真はPCG-SRX7F/PBです。

写真はPCG-VX9/Pです。

写真はPCG-C1MSXです。

写真はPCG-NV99M/BPです。

写真はPCG-GRX71です。
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ラインアップ。

◎ブロードバンド時代のセキュリティに対応
バイオは、高い信頼性を持つウイルス対策ソフト「Norton AntiVirus」を標準装備しています。※ウイルス定義ファイルの更新サービスは、ご使用開始から180日間、無償でご利用いただけます。
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2.4GHzワイヤレスLANを使って、無線でブロードバンドへの接続ができます。

ワイヤレスLANアクセスポイントが設置してあるカフェなどでは、

外出先でもインターネットに接続が可能。

ホームページの閲覧やメールの送受信などが、バイオノートで快適に行えます。

ワイヤレスでインターネット。
2.4GHzワイヤレスLANを使えば、ワ

イヤレスでネットワークに接続。ケー

ブル不要で、メールやインターネット

が楽しめます。ADSLなどのブロード

バンド環境を使用すれば、ビデオメー

ルの送信や、映像のアップロードなど

も可能です。

無線でブロードバンドの遊びが広がる、2.4GHzワイヤレスLAN。

外出先でも、ブロードバンドへの
接続が可能。
2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイ

ントが設置されたカフェやホテル、空

港、駅などの施設で、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を行うテ

スト運用が始まっています。

ワイヤレスLAN 
アクセスポイント インターネット 

バイオノート 

バイオノート 

PCG-NV99M/BP

ワイヤレスLANアクセスポイント（IEEE802.11b）が設
置してある店舗などでは、自宅にいるような手軽さでワ
イヤレスでインターネットに接続できます。

空港で

駅で

ホテルで

外出先でのワイヤレスLAN接続のイメージ

バイオノート505 バイオノートVX

早
く
着
い
た
。
ウ
ェ
ブ
に
つ
な
い
だ
。

行
き
先
が
増
え
た
。

ソニービル・ソニータワー
ワイヤレス体験コーナーのご案内

東京銀座ソニービル、大阪心斎橋ソニー
タワーにて、2.4GHzワイヤレスLANを
搭載したバイオノートで、ブロードバン
ドモバイルネットワークの世界を、実際
にご体験いただけます。期間などについ
て詳しくは、VAIOホームページ（http://
www.sony.jp/products/Consumer/PCOM
/Fun/WIRELESS_LAN/）をご覧ください。

2.4GHzワイヤレスLAN＊搭載モデルのラインアップ。
バイオノートNV

PCG-VX9/P・VX7/BDバイオノートVX

PCG-R505X/PD・R505V/BDバイオノート505

PCG-SRX7F/PB・SRX3F/BDバイオノートSR

PCG-C1MSX（2.4GHzワイヤレスLAN PCカード付属）バイオC1

ワイヤレスLANを搭載していないバイオでも、
無線でブロードバンドに接続が可能。
ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C150Sオープン価格
※詳しくは47ページをご覧ください。

外出先から

ワイヤレスでつながる。

＊WECA（Wireless Ethernet Compatibility Alliance）で規定された
「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。
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ワイヤレスLANで、家の中の好きな場所からネットワークに接続。

他のデスクトップ型バイオで録画したテレビ番組を、離れた場所で見る。

バイオにためた音楽や静止画を、他のバイオで楽しむ。

バイオのホームネットワークで、家中がエンターテインメントエリアになります。

家の好きな場所から
インターネット。
別売のワイヤレスLANアクセスポイン

トPCWA-A220またはPCWA-A200（47

ページ）を設置すれば、ワイヤレスでの

ホームネットワークの構築が可能に。

ワイヤレスで家中好きな場所からイン

ターネットに接続でき、しかもブロード

バンド環境に対応しているので、ホー

ムページの閲覧や映像のアップロード

なども快適に行えます。

ワイヤレスで
他のバイオとネットワーク。
ホームネットワークを構築すれば、他の

バイオと高速無線ネットワークでデー

タのやり取りができます。ひとつのプリ

ンターを複数のバイオで共有すること

もできます。

ワイヤレスLANで広がる、ホームネットワークの楽しみ。

家中好きな場所で音楽や映像が楽しめる「VAIOメディア・ランチャー」。

複数台のバイオをワイヤレスLANやイーサネッ

トなどのネットワークで接続すれば、「VAIOメ

ディア・ランチャー」で家中がエンターテイン

メントエリアに。バイオに保存してある大量の

音楽やテレビ番組、静止画を他のバイオの

「VAIOメディア・ランチャー」で起動するプレー

ヤーで聴いたり見たりできます。
※壁や床の材質、周囲の状況によっては
通信ができない場合があります。

家の中の好きな場所からイン

ターネットに接続できます。また、

複数のバイオでファイル共有や

プリンター共有も可能です。

ワイヤレスLANによるバイオのホームネットワーク。

と
っ
て
お
き
の
ゲ
ー
ム
は
、

テ
ラ
ス
で
観
戦
。

ワイヤレスLAN 
アクセスポイント 

プリンター 

デスクトップ型 
「バイオ」 

バイオノート 
バイオノート 

インターネット 

ワイヤレスで
インターネット

ファイルを
共有

プリンター
共有

お気に入りの音楽、テレビ番組、画像
を好きなだけ＊1バイオに保存。家の中
の好きな場所で共有することが可能
です。

ホーム
ネットワーク

＊1 保存できる容量はサーバー側のバイオのハードディスクの空き容量により異なります。＊2 対応するファイル形式 ネットワーク経由での再生：ATRAC3・WAVE・MP3、音楽ファイルの転送：WAVE・MP3・WMA。（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/転送はできません。）＊3 対応するファイル形式：JPEG、BMP、GIF、TIFF、PNG。Photo Viewer側ではJPEGに変換されて表示されます。

※「VAIOメディア・ランチャー」で再生/表示する音楽・静止画の保存元
（サーバー）として使用できるのは、「VAIOメディア・ランチャー」をプリイ
ンストールするバイオです。また、録画映像のサーバーとして使用できるバ
イオは、「Giga Pocket Ver.4.0」以降搭載のデスクトップ型バイオ、および
「Giga Pocket LE Ver.1.1」搭載の「バイオW」です。※裏表紙のホームネッ
トワークを介した音楽・ビデオ・静止画の再生/表示についてのご注意も
あわせてご覧ください。

※5GHzワイヤレスLANでのホームネットワーク
の構築には、ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A500、およびワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C500が必要です。詳しくは47ページを
ご覧ください。

5GHzワイヤレスLANで
さらに快適なネットワーク。

高画質の映像や音楽などのデータの
やり取りには、5GHzワイヤレスLAN
が便利。最大54Mbpsの高速通信がで
き、容量の大きなデータもワイヤレス
でスムーズに転送できます。

「SonicStage Player」が起動 「PicoPlayer」が起動 「Photo Viewer」が起動

「SonicStage」で音楽CDなどから
集めた音楽が聴けます＊2。

「Giga Pocket」
で録画したテレ
ビ番組を見るこ
とができます。

デジタルスチル
カメラで撮っ
た写真などの
静止画を閲覧
できます＊3。

家の中で

ワイヤレスでつながる。

「VAIOメディア・ランチャー」
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お気に入りの音楽は、ハードディスクにたっぷり録音。

好みの曲順で再生したり、オリジナルCDをつくったり。

「Net MD」対応レコーダーでMDに音楽を書き出せば、

ポータブルMDプレーヤーなどのMD機器で再生して楽しめます。

大量の音楽を分類して、
快適に管理。
ハードディスクに集めた音楽は、わかりやす

く管理。アーティスト別やシーン別など、お

好みのプレイリストを作成して楽しめます。

最新の音楽はインターネット
からダウンロード。
ソニーの開発した音楽著作権保護技術

「OpenMG」に対応。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。

MDやメモリースティックに
書き出して、音楽を連れ出す。
新しいMD転送規格「Net MD」＊に対応し、

対応MDレコーダーをつないでMDに音楽

を録音できます。録音したMDは、一般の

MD機器で再生することができます。さら

に、マジックゲートメモリースティックに

音楽を書き出して、ネットワークウォーク

マンで聴くこともできます。
＊「Net MD」は、パソコン上の音楽データをUSB経
由でMDに転送（チェックアウト）できる新しいMD
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（特に転送を
許可された）音楽データをMDに転送することも可
能です。転送には一般の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。

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ん

で音楽CDを作成＊できます。複数の音楽

CDからお気に入りの曲を集めたり、音楽

CDをまるごとバックアップできます。
＊ 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。

別売のスピーカーで、
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

接続すれば、クリアで迫力のある重低音の再

生が可能に。さらに、バーチャルサラウンド機

能により、左右に広がる

臨場感あふれるサウン

ドを楽しめます。

お気に入りの曲を録音して、再生やオリジナル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）」。

アクティブスピーカーシステム

PCGA-SP1オープン価格

※詳しくは47ページをご覧ください。
※詳しくは46ページをご覧ください。

ジョグリモート
コントローラー

PCGA-JRH1
オープン価格

別売のジョグリモートコントロー

ラーで、外出先でも高音質のサ

ウンドが楽しめます。

※詳しくは47ページをご覧ください。

i.LINK CD-RW/
DVD-ROMドライブ

PCGA-CRWD2
オープン価格

i.LINK CD-RW/DVD-ROMドラ

イブで、DVDビデオを再生。外

出先や好きな場所で鑑賞でき

ます。

顔
を
洗
う
。
歯
を
み
が
く
。

今
日
の
ナ
ン
バ
ー
、
転
送
完
了
。

バイオノート505 バイオC1
※SonicStageのご利用にあたっては、著作権保護技術による制限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。

音楽を集める。

聴く。持ち出す。
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※写真はイメージです。画面はハメコミ合成で、実際に撮影される映像とは異なります。

10

バイオカメラで撮影中の映像を、インターネットで生放送。

遠くにいる友達や家族に映像を公開して、感動を共有できます。

いままさに撮影中の映像だから、臨場感まで伝わります。撮る楽しみから、

映像を見せる楽しみへ。映像の遊びが、個人放送で大きく広がります。

バイオカメラやデジタルハンディカムで撮

影中の映像を、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。さらに、

ハードディスクに保存しておいた映像作

品＊と、カメラの生の映像を切り換えなが

ら送信することも可能。撮りためたビデ

オ作品とライブ映像を組み合わせて、よ

り高度なオリジナル番組の放送が楽しめ

ます。また、「キュゼ・トーク」と組み合わ

せて、放送中の画面に参加者の画像を表

示したり、メッセージをテロップとして流

すことができます。

＊対応する動画ファイル形式：AVI、MPEG1

撮影中の映像や撮りためた映像をインターネットで
放送できる「URecSight（ユーレックサイト）」。

友達と楽しく文字やイラストでおしゃべりできる
「Q-zé Talk（キュゼ・トーク）」。

インターネット経由で最大7人でおしゃべりが

できる「キュゼ・トーク」。参加者＊の顔をバイオ

カメラからの動画や、静止画で表示して、文字

や音声でおしゃべりできます。メッセージを送

るだけでなく、「らくがきツール」でみんなでお

絵書きも楽しめます。

＊参加者全員のコンピューターに「キュゼ・トーク」をインストールしている必要があります。※「キュゼ・トーク」お
よび「らくがきツール」は無償でダウンロードできます。詳しくは、http://www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/をご覧くだ
さい。※主催者は、グローバルIPアドレスが取得できる環境が必要です。

バイオカメラやデジタルハンディカム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）」。

バイオカメラやデジタルハンディカムから、動

画＊1や静止画＊2を取り込んで、手軽に電子メー

ルで送れます。

＊1 取り込める動画の形式：AVI（非圧縮）、MPEG1、アニメー
ションGIF。画角は160×112ピクセル（MPEG1撮影時）、1ショッ
ト当たり最大120秒間（1秒間最大10フレーム）で、DV品質では
ありません。
＊2 取り込める静止画の形式：JPEG、BMP、GIF。画像サイズ
は最大640×480ピクセル、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。

一
夜
だ
け
の
シ
ョ
ー
タ
イ
ム
。

歓
声
つ
き
で
中
継
。

サウンド カメラ映像 ライブモニター 動画ファイル エフェクト

バイオにつないで、
ビジュアルチャットや
ビデオメールが楽しめる。

バイオ用カメラ
PCGA-VC2/Aオープン価格
※詳しくは47ページをご覧ください。

ネットワークで

コミュニケーションする。

「個人インターネット放送」無料サービスのご案内。「パーキャスTV」では、スタンダードチャンネル
（20～45kbps）のうち、5チャンネルが無料でご利用いただけます（同時視聴者数：最大1名）。
※サービス内容は変更されることがあります。詳しくは「パーキャスTV」ホームページをご覧ください。

※個人インターネット放送を行うには、64kbps以上の通信速度を必
要とします。バイオノートに内蔵のモデムは、データ送信時の通信速
度が最大33.6kbpsですので、推奨いたしません。
※裏表紙の「URecSightご使用上のご注意」も合わせてご覧ください。

自分の番組を個人インターネット放送できる専用Webサイト「パーキャスTV」。

http://www.percastv.net/



デジタルスチルカメラで撮った画像を

使って、オリジナルのフォトアルバムや、

お気に入りの1枚を加工してポストカー

ドの作成、MDやビデオテープのラベル

13
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デジタルスチルカメラで撮った画像を使って、

楽しいフォトアルバムを作成。

手がきの文字でコメントを入れたり、フォトフレームで演出したり、

自分の好みに合わせて、アレンジして楽しめます。

づくりなどが楽しめます。豊富なテンプ

レートの中からお好みのレイアウトを選

択するだけで、まるで写真集のようなア

ルバムが完成します。タイトルやコメン

トなどの文字を入れたり、フィルターや

スタンプで画像を楽しく演出すること

も可能。画像に文字や絵、スタンプなど

を加えてアレンジ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。

フォトアルバムやラベルづくりが手軽に楽しめる
「DigitalPrint（デジタルプリント）」。

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）」。

散
歩
で
見
つ
け
た
、
ち
い
さ
い
夏
。

彩
り
別
に
並
べ
て
み
た
。

デジタル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。完成した作品は、ホームページやメールで公

開するなど、つくった後も楽しさが広がります。
※「MovieShaker」で使用可能な主な動画ファイル形式は、QuickTime Movie（.mov）、AVI（.avi）、MPEG1・
MPEG2（.mpg）で、使用可能な主な静止画ファイル形式は、Windows Bitmap（.bmp）、GIF（.gif）、JPEG（.jpg）、
PNG（.png）、PICT（.pct）です。※裏表紙の「デジタルビデオ編集」に関するご注意もあわせてご覧ください。

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、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® 6 LE 日本語版」
を8,600円（税別、送料別）で優待提供します。

Adobe® Photoshop® Elements優待提供サービス
バイオのご登録カスタマーの方へ、多彩なフォトレタッチが楽しめ
るデジタル画像加工ソフト「Adobe® Photoshop® Elements」を
7,800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。

※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。

http://www.imagestation.jp/

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」。

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-TRV27 オープン価格

※詳しくは47ページをご覧ください。

カラーインクジェットプリンター

MPR-505 オープン価格

“メモリースティック”
デジタルスチルカメラ

DSC-P9 オープン価格

静止画・動画を

活用する。
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部屋の中で。出かけた先で。
バイオノートで、音楽も映像も自分らしく。
好きな音楽を集めて聴く。録画したテレビ番組を外で見る。映像を離れた仲間に送る。デジタルフォトを活用する。

ワイヤレスで、家中好きな場所で楽しむ。いっしょに連れ出して、出かけた先で楽しむ。

音楽も映像も自分らしく楽しめる、バイオノートに出会えます。

創造力を刺激する、高性能、大画面。

バイオノートGR
PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BP  オープン価格

●広視野角で高精細な16.1型UXGA対応TFT液晶。
●モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサー-M搭載。
●テレビ録画機能搭載（PCG-GRX81G/P）、3DCG作成ソフト搭載（PCG-GRX71）。

PCG-GR5N/BP・GR3N/BP  オープン価格

●スリムなボディに高性能を凝縮。
●モバイルインテル® Pentium® III プロセッサー-M搭載。

※写真はPCG-GRX71です。

16 ページ

ネットワークコネクター搭載

エンターテインメントを、気ままに着替える。

バイオノートNV
PCG-NV99M/BP・NV77M/BP・NV55/BP オープン価格

●楽しみに合わせて着脱できる、エンターテインメントベイ搭載。
●広々とした15型の大画面。CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ＆
フロッピーディスクドライブ搭載のオールインワンタイプ。

●ワイヤレスでインターネットに接続できる、ワイヤレスLAN搭載＊。

＊PCG-NV99M/BPのみ搭載。※写真はPCG-NV99M/BPです。

18 ページ

ネットワークコネクター搭載 ワイヤレスLAN搭載（PCG-NV99M/BPのみ）

大画面のシンプルボディで、音と映像を楽しむ。

バイオノートFX
PCG-FX77Z/BP・FX77Z・FX55Z/BP  オープン価格

●高精細で使いやすい15型SXGA＋対応TFT液晶＊搭載。
●CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ＆
フロッピーディスクドライブ搭載のオールインワンタイプ。

●ブロードバンドへの接続ができるネットワークコネクターを装備。

＊PCG-FX77Z/BP・FX77Zに搭載。※写真はPCG-FX77Z/BPです。

20 ページ

ネットワークコネクター搭載

サウンド＆リラックス。

バイオQR
PCG-QR3S/BP  オープン価格

●スマートに着脱できるステレオスピーカーで、
迫力のサウンドが楽しめる。

●マジックゲート対応メモリースティックスロット搭載。
●音と映像で遊ぶオリジナルソフト「Gen-On」搭載。

22 ページ

ネットワークコネクター搭載

大画面の快適さを、スリム＆軽量ボディで持ち歩く。

バイオノートVX
PCG-VX9/P・VX7/BD  オープン価格

●外出先で広々と使える、14.1型XGA対応TFT液晶を搭載。
●最薄部17.7mm＊1、質量約2.0kg。軽快に持ち歩けるスリム＆軽量ボディ。
●付属のバッテリーで約5.5時間＊2、ゆとりのスタミナ。

＊1 最厚部は33.1mm。＊2 PCG-VX7/BDにおけるバッテリーパック（L）（本体付属）
での省電力モード使用時の目安です。※写真はPCG-VX9/Pです。

28 ページ

ネットワークコネクター搭載 ワイヤレスLAN搭載

すべてはモバイルのために。鍛え上げられた高性能。

バイオノート505
PCG-R505X/PD・R505V/BD  オープン価格

●モバイルインテル® Pentium® III プロセッサー1.20GHz-M＊搭載。
●CD-RW/DVDドッキングステーション付属。
●ワイヤレスでインターネットやLANとつながる、
2.4GHzワイヤレスLAN搭載。

＊PCG-R505X/PDに搭載。※写真はPCG-R505X/PDです。

30 ページ

ネットワークコネクター搭載 ワイヤレスLAN搭載

好きなところに持ち出す、ワイヤレスでつなぐ。

バイオノートSR
PCG-SRX7F/PB・SRX3F/BD  オープン価格

●快適に連れ出せるコンパクトで軽いボディ。
●付属バッテリーで約6時間、最大約12時間＊1のスタミナ。
●ワイヤレスでインターネットが楽しめる、ワイヤレスLANと
Bluetooth機能＊2を搭載。

＊1 PCG-SRX3F/BDにおけるバッテリーパック（LLL）PCGA-BP4S（別売）での
省電力モード使用時の目安です。＊2 PCG-SRX7F/PBに搭載。※写真はPCG-
SRX7F/PBです。

32 ページ

ネットワークコネクター搭載

Bluetooth機能搭載（PCG-SRX7F/PBのみ）

ワイヤレスLAN搭載

映像で、冒険する。音楽で、遊ぶ。

バイオC1
PCG-C1MSX  オープン価格

●テレビ番組の予約・録画・再生ができる「Giga Pocket LE」搭載。
●プログレッシブCCD採用、内蔵型ビデオカメラ《MOTION EYE》搭載。
●安定した高画質記録を実現する「MPEG2 R-Engine」搭載。

34 ページ

ネットワークコネクター搭載（付属ポートリプリケーター）

Bluetooth機能搭載ワイヤレスLAN PCカード付属

いちばん 小さい バイオ。

バイオU
PCG-U1  オープン価格

●世界最小・最軽量＊のWindows® XP Home Edition搭載モデル。
●携帯電話のように手軽に文字入力できる「ThumbPhrase」搭載。
●ドラッグ＆ドロップで手軽にファイル転送できる「FlyingPointer」搭載。

＊Windows®XP Home Edition搭載モデルで、世界最小・最軽量。
2002年4月1日現在、ソニー調べ。

36 ページ

ネットワークコネクター搭載

映像を個人インターネット放送。撮ることへのこだわり。

バイオGT
PCG-GT3/K  オープン価格

●光学10倍ズーム＆68万画素＊CCDカメラ《MOTION EYE》搭載。
●動く被写体にも強い、オートフォーカスと手ブレ補正機能を搭載。
●撮影時のホールド性を考慮したカメラシューティングスタイル。

＊有効34万画素。

38 ページ

お気に入りの遊びを、いつも連れていく。映像や音楽を、家中好きな場所で楽しむ。



PCG-GRX81G/Pには、TVチューナーとビデオ入力端子を装備した

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番組予約、テ

レビ番組の録画・再生が行える「Giga Pocket LE」を搭載しました。

大画面バイオノートでテレビを楽しむ、新しいスタイルを実現します。

＊別売ポートリプリケーターPCGA-PRGX1とは異なります。

より一層快適に操作できる、バックボタン付きセンタージョグ。
回す・押すで、さまざまな機能を快適に操

作できます。さらに、センタージョグでのア

プリケーションの起動や基本操作を視覚

的に演出する「Jog Dial Navigator」を装

備しました。

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。

関連製品と接続できる、充実のインターフェース。
ネットワークコネクターをはじめ、USBコネクター、i.LINK端子、マジッ

クゲート対応メモリースティックスロットなどを装備しました。

本体性能を十分に発揮するソフトウェア。
映画のような映像表現が楽しめる動画編集ソフト「Adobe ®

Premiere® 6 LE 日本語版」、デジタルスチルカメラの画像を多彩に

加工できるフォトレタッチソフト「Adobe® Photoshop® Elements」

を搭載。高性能と大画面を生かしたクリエーションが楽しめます。
※PCG-GRX51/BPには、Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版は搭載されていません。
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ノートブックコンピューター

PCG-GRX71オープン価格
PCG-GRX51/BPオープン価格
□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：モバイルインテル® Pentium®４
プロセッサー1.60GHz-M

□メモリー：〈PCG-GRX71〉512MB（256MB×2）、
〈PCG-GRX51/BP〉256MB（256MB×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
□16.1型UXGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3.5/7時間＊

□ i.LINK端子S400（4ピン）×1
□ポートリプリケーターPCGA-PRGX1対応
□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
□〈PCG-GRX51/BPのみ〉
Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピューター

PCG-GRX81G/P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1.70GHz-M

□メモリー：512MB（256MB×2）
□ハードディスクドライブ：約40GB
□CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
□16.1型UXGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3/6時間＊

□ 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

ノートブックコンピューター

PCG-GR5N/BPオープン価格
PCG-GR3N/BPオープン価格
□OS：Windows® XP Home Edition
□ CPU：モバイルインテル® Pentium® III 
プロセッサー1.13GHz-M

□メモリー：256MB（256MB×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
□〈PCG-GR5N/BP〉15型XGA対応TFTカラー液晶
〈PCG-GR3N/BP〉14.1型SXGA＋対応TFTカラー液晶
□スタミナ：〈PCG-GR5N/BP〉最大約3.5/7時間＊、
〈PCG-GR3N/BP〉最大約3/6時間＊

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□ポートリプリケーター PCGA-PRGR1対応
□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

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

創作へと駆り立てる、高性能。＜PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BP＞

1 6 . 1型＊大画面と先進の高性能、バイオノートGR。
＊ PCG-GR5N/BPは15型。PCG-GR3N/BPは14.1型。

バイオノート

GR
〈PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BP〉
www.vaio.sony.co.jp/GRX
〈PCG-GR5N/BP・GR3N/BP〉
www.vaio.sony.co.jp/GR

各部名称

PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BP PCG-GR5N/BP・GR3N/BP
※PCG-GR3N/BPは外観が若干異なります。

電源ボタン

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

バッテリーベイ

吸気口

排気口

DC IN（電源入力端子）

ネットワークコネクター

外部ディスプレイ出力端子

マイク入力端子

ヘッドホン出力端子

モジュラージャック
（モデム端子）

AV出力端子

USBコネクター

プリンターポート

USB
コネクター

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ

内蔵ステレオスピーカー

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には、映像・音楽・3Dグラフィックスなどの処理

に優れたパフォーマンスを発揮する、モバイルインテル® Pentium® 4プロセッ

サー-MとIntel® 845MPチップセットを採用。また、メインメモリーには、高

速データ転送が可能なDDR-SDRAM（DDR266）を、装備可能最大容量の

512MB
＊
（256MB×2）を搭載しました。さらに、グラフィックアクセラレーター

には、画像処理の高速化を図ったATI Technologies社製MOBILITYTM

RADEONTM 7500を搭載。DDR 32MBのグラフィックメモリーの採用で、複

雑な3Dグラフィックスでも高速な画面描画を実現しました。
＊PCG-GRX51/BPは256MB（256MB×1）搭載です。

広視野角で高精細な16.1型UXGA対応TFT液晶。
UXGA対応の高解像度（1600×1200ドット）

16.1型TFT液晶を搭載。動画編集ソフト

や3Dグラフィックス作成など、広い作業画

面を必要とするソフトでも快適に作業で

きます。また、左右80°、上50°、下60°
＊
の広視野角パネルを採用しました。

＊コントラスト比10以上の場合の視野角です。

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、大画面液晶ディスプレ

イの搭載を可能にしました。

テレビの録画・再生が、大画面で楽しめる。＜PCG-GRX81G/P＞

PCG-GRX71には、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」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。

オリジナルの3Dアニメーションが作成できる。＜PCG-GRX71＞

PCG-GR5N/BP・GR3N/BPは、軽量かつスリムなボディに、広視

野角液晶、モバイル インテル ® Pentium® I I Iプロセッサー

1.13GHz－Mなどの高性能デバイスを搭載。さらに、バックボタン

付きセンタージョグ、エンハンスト・リニアムーブ機構のキーボー

ドを採用し、使いやすさを追求しました。また、ワープロ、表計算な

ど幅広く活用できる「Microsoft® Office XP Personal」を搭載して

います。

スリムなボディに、高性能と使いやすさを凝縮。＜PCG-GR5N/BP・GR3N/BP＞

排気口

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

AV出力端子

ヘッドホン
出力端子

マイク入力端子

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

USBコネクター×3

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

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

吸気口

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ

内蔵ステレオスピーカー

バイオノート

GR

80ß 80ß 

50ß 

60ß 

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

ガタつきを減らすことで、キートップ間の距離を
縮め、すき間の少ない緻密なデザインを実現して
います。

＊ 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（PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BP：PCGA-
BP2NX、PCG-GR5N/BP・GR3N/BP：PCGA-BP2E）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。

））））））））

付属の「Giga Pocket
LE」用リモコンで、録
画やチャンネル操作、
録画済みの番組の呼び
出しが可能です。リモコン リモコン受光部

TVアンテナ入力
USBコネクター
プリンターポート

キーボード/マウスポート（PS/2タイプ）
外部ディスプレイ出力コネクター

ネットワークコネクター

DC IN（電源入力端子）
USBコネクター
シリアルポート
ステレオ音声入出力（ピンジャック）
コンポジットビデオ入出力（ピンジャック）
S映像端子入出力

録画モード
（転送レート）

最長
録画時間

高画質
（8Mbps） 約8時間

標準
（4Mbps） 約16時間

付属ポートリプリケーター背面

〈PCG-GRX51/BPのみ〉

※写真はPCG-GR5N/BPです。



バッテリーベイ

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

エンターテインメントベイ
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バイオノート

NV

バックボタン

ジョグダイヤル

DC IN（電源入力端子）

USBコネクター×3

シリアルポート

外部ディスプレイ出力端子

プリンターポート

HELPボタン

電源ボタン

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

ワイヤレスON/OFF切換スイッチ（PCG-NV99M/BPのみ）

内蔵ステレオスピーカー

ノートブックコンピューター

PCG-NV99M/BPオープン価格
□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：モバイルインテル® Pentium® 4 
プロセッサー1.60GHz-M

□メモリー：256MB（256MB×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SXGA＋対応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
（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット、
Net MD ベイ ユニット、コンパクトウーファー ベイ ユニット、
テンキー ベイ ユニット）

□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
□Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピューター

PCG-NV55/BPオープン価格
□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：モバイルインテル® Pentium® 4 
プロセッサー1.60GHz-M

□メモリー：256MB（256MB×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
□15型XGA対応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
（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット）

□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

使うシーンに合わせて変身する、バイオノートNV。

バイオノート

NV
www.vaio.sony.co.jp/NV

各部名称

豊富なソフトウェアが、楽しみを広げる。 バイオノートNVならではの使いやすさ。

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。

キーボード操作で
音楽と映像を演奏する「Gen-On」。
フレーズやリズム、エフェクトを組み合わせて、

楽器を弾くようにバイオのキーボードで音と映

像の演奏が楽しめます。

音楽を快適に楽しめる
「SonicStage」。
お気に入りの音楽は、ハードディスクにどんどん録

音。お手持ちの音楽CDの再生/録音や、Net MD

ベイ ユニットを装着してとりためた音楽をMD

に書き出すことも可能です。

＊ 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、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。

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。

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。
※PCG-NV99M/BP・NV77M/BPに付属。※PCG-NV55/BPでは、別売のNet MD ベイ ユ
ニットPCGA-MDN1が使用できます。

「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。

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。
※PCG-NV99M/BPに付属。※コンパクトウーファー ベイユニットの単品での販売はありません。

迫力ある音になる
コンパクトウーファー ベイユニット。

ゲームでも使える、テンキー ベイユニット。

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。
※PCG-NV99M/BPに付属。※PCG-NV77M/BP、NV55/BPでは別売のテンキー ベイ ユ
ニットPCGA-TKN1が使用できます。

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

ポストカードが手軽に作れる
「筆ぐるめfor VAIO」

手軽に家計診断ができる
「てきぱき家計簿マム3」

ワープロ、表計算ができる
「Microsoft® Office XP Personal」

音楽をMDに書き出せる
Net MD ベイ ユニット。

広々として快適な
大画面の15型TFT液晶。

音楽の楽しみを広げる、
マジックゲート対応
メモリースティックスロット。

無線でブロードバンドにつながる
2.4GHzワイヤレスLAN。
ワンタッチで通信可能な、
ワイヤレスON/OFF切換スイッチ。
＊PCG-NV99M/BPのみ搭載。

「ヘルプとサポートセンター」が
起動でき、知りたい情報に
すぐアクセスできるHELPボタン。

TVにつないで、
DVDやゲームを
大画面で楽しめる、
AV出力端子。

ダイレクトに音量が変えられる、
音量調節ダイヤル。

底面

ネットワークコネクター

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）

i.LINK端子 S400（4ピン）

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

ヘッドホン出力

音量調節ダイヤル

マイク入力

ノートブックコンピューター

PCG-NV77M/BPオープン価格
□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：モバイルインテル® Pentium® 4 
プロセッサー1.60GHz-M

□メモリー：256MB（256MB×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
□15型XGA対応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
（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット、
Net MD ベイ ユニット）

□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
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映像や音楽と親しむオールインワン、バイオノートFX。

広々として使いやすい
大画面の15型SXGA＋対応TFT液晶。

PCG-FX77Z/BP・FX77Zには高精細

の表示が可能な15型SXGA＋（1400×

1050ドット）対応、PCG-FX55Z/BP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、快適に操作できます。

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内蔵の
オールインワンタイプ。

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。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には、手軽

に操作できる「Drag'n Drop CD」を

付属。

「バイオノートFX」は、そのままネットワークに接続できるネット

ワークコネクターや、2個のUSBコネクター、プリンターポート、

i.LINK端子など、充実の拡張性を備えています。また、高性能モバ

イルAMD AthlonTM XPプロセッサー 1400＋を搭載＊。

Power Now!TMテクノロジーに対応しているので、バッ

テリー駆動時間を最適化することが可能です。
＊PCG-FX55Z/BPはモバイルAMD DuronTMプロセッサー1.1GHzを搭載。

快適に操作できる。 広がる使いやすさ。

ネットワークコネクター

21

バイオノート

FX

フロッピーディスクドライブ

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

インテリジェント・タッチパッド

内蔵ステレオスピーカー 電源ボタン ヘッドホン出力

ビデオ出力端子

モジュラージャック

USBコネクター

シリアルポート

プリンターポート

DC IN
（電源入力端子）

USBコネクター

ネットワークコネクター

外部ディスプレイ出力端子

マイク入力

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

バッテリーベイ

i.LINK端子 S400（4ピン）

ノートブックコンピューター

PCG-FX77Z/BPオープン価格
PCG-FX77Z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1400＋

□メモリー：256MB（128MB×2）
□ハードディスクドライブ：約30GB
□CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
□15型SXGA＋対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約1.5/6時間＊

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□ネットワークコネクター
□〈PCG-FX77Z/BPのみ〉
Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピューター

PCG-FX55Z/BPオープン価格
□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：モバイルAMD DuronTM プロセッサー
1.1GHz

□メモリー：256MB（128MB×2）
□ハードディスクドライブ：約30GB
□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1.5/6時間＊

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□ネットワークコネクター
□Microsoft® Office XP Personal付属

バイオノート

FX
www.vaio.sony.co.jp/FX

各部名称

＊ バッテリー使用時間はバッテリーパック（本体付属）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。

デジタルスチルカメラで撮った画像をあつ

めて、オリジナルのフォトアルバムを作成す

る。お気に入りの画像でCDジャケットや

MDのラベル、ポストカードをつくる。気分

にあわせて、聴きたい音楽をチョイスする。

好きな曲をあつめて、自分だけの音楽CDを

つくる。MDやネットワークウォークマンで、

音楽を連れ出して聴く。個性あふれるビデ

オ作品を手軽に編集する。ビデオメールを

送信する。「バイオノートFX」には、映像や音楽を楽しむための豊

富なソフトウェアを搭載。つくる楽しみ、伝える楽しみを、気軽に

始められます。

ワープロ、表計算など幅広く活用できる
「Microsoft® Office XP Personal」。〈PCG-FX77Z/BP・FX55Z/BP〉
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1つにまとめた統合ソフトウェアです。
※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。

楽しく手軽に家計診断できる「てきぱき家計簿マム3」。
矢印やマークで家計を総合的に診
断したり、設定した日に支払いや
入金を知らせてくれる機能が付い
ています。

手軽な操作でポストカード作りが
楽しめる「筆ぐるめfor VAIO」。

豊富なテンプレートをもとに、手
軽な操作でポストカードがつくれ
ます。デジタルスチルカメラなど
で撮った写真も使用できます。 ※詳しくは47ページをご覧ください。

USBテンキーボード

PCGA-UTK1
オープン価格

快適なキータッチを実現する
ステンレスメカキーを採用。

静止画や音楽で遊ぶ。幅広く活用する。

DigitalPrint

SonicStage
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バックボタン

ジョグ
ダイヤル

インテリジェント・
タッチパッド

ステレオスピーカー

ディスプレイロックレバー
マジックゲート対応
メモリースティックスロット

電源ボタン

内蔵ステレオスピーカー

付属スピーカーコネクター

吸気口

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

バッテリーベイ ヘッドホン出力

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ

i.LINK端子S400（4ピン）

USBコネクター マイク入力

付属のマウスカバー
※別売USBマウス
PCGA-UMS1/A専用

DC IN
（電源入力端子）

USBコネクター

ネットワークコネクター

外部ディスプレイ出力端子

排気口

モジュラージャック
（モデム端子）

ノートブックコンピューター

PCG-QR3S/BP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850MHz
□メモリー：256MB（128MB×2）
□ハードディスクドライブ：約30GB
□CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
□13.3型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約2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
□Microsoft® Office XP Personal付属

バイオ

QR
www.vaio.sony.co.jp/QR

各部名称

スピーカーとソフトウェアで、音と遊ぶ。

＊ バッテリー駆動時間はバッテリーパック（本体付属）を省電力モードで使用し
た時の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。

迫力のサウンドが楽しめる、
着脱式の「ステレオスピーカー」を付属。
本体に直接装着できる、着脱式のステレオスピー

カーを付属。音楽はもちろん、DVDビデオなども迫

力のサウンドで楽しめます。

音楽と映像を操る、演奏する、「Gen-On」。
楽器を弾くようにバイオQRのキーボードで

演奏ができる「Gen-On（ゲンオン）」。キーに割

り当てられたフレーズやリズム、エフェクト

を組み合わせて、音と映像の演奏を楽しむ

ことができます。
●キーボードを押せば、あらかじめ割り当てられた音楽と映像を演奏可能。

重ね合わせてオリジナルの曲として楽しめます。

●エコーやリバーブなどのエフェクトをかけたり、スクラッチをしたり、リズ

ム補正機能を使ったりなど多彩な機能で楽しめます。

●演奏したオリジナル曲は保存が可能＊1。「Gen-On」上で音と映像の組み合わせを

楽しんだり、「SonicStage」と組み合わせれば対応のポータブル機器に書き出して持

ち出すことも可能＊2。

＊1 保存はWAVE（.wav）形式のみ。動画ファイルの書き出しはできません。
＊2 無償ダウンロードでご提供している追加プログラムが必要です。

●演奏に使う音の素材（チップ）は、チップマネージャーで管理できます。キー

ボードのキーへの音の割り当てを設定するほか、チップに割り当てられてい

る動画ファイルの変更や、音声ファイルの追加もできます。

※追加できる音声ファイルはWAVE形式、動画ファイルはFlash形式のみです。

バイオ

QR

●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。
Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell22

サウンド＆リラックス。2つのフォルム、バイオQR。



www.vaio.sony.co.jp/Products/

スタイルが楽しさ。新しい遊びのラインアップ。

バイオノートGR
PCG-GRX81G/P

バイオノートFX
PCG-FX77Z/BP

バイオノートNV
PCG-NV99M/BP

バイオQR
PCG-QR3S/BP

バイオノートVX
PCG-VX7/BD

バイオノート505
PCG-R505X/PD

バイオノートSR
PCG-SRX7F/PB

バイオC1
PCG-C1MSX

バイオGT
PCG-GT3/K

バイオU
PCG-U1



Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell
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モジュラージャック
（モデム端子）

USBコネクター

排気口 DC IN（電源入力端子）

モノラルマイク入力

ステレオヘッドホン出力

電源スイッチ

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

パワーランプ／バッテリーランプ／
ワイヤレスLANランプ／
メモリースティックランプ

内蔵ステレオ
スピーカー

ワイヤレスON/OFF切換スイッチ

ネットワーク
コネクター

外部ディスプレイ出力端子

PCカードスロット
（TYPEⅡ×1）

USB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

i.LINK端子 S400（4ピン）

ノートブックコンピューター

PCG-VX7/BDオープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：モバイルインテル® Pentium® III
プロセッサー850MHz-M

□メモリー：256MB
（128MBオンボード＋128MB）
□ハードディスクドライブ：約30GB
□付属i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ＊1

□14.1型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約5.5/11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
□Microsoft® Office XP Personal付属

バイオノート

VX
www.vaio.sony.co.jp/VX

各部名称

ノートブックコンピューター

PCG-VX9/Pオープン価格
□OS：Windows® XP Professional
□CPU：モバイルインテル® Pentium® III
プロセッサー850MHz-M

□メモリー：256MB
（128MBオンボード＋128MB）
□ハードディスクドライブ：約40GB
□14.1型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約5/10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

＊1 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブPCGA-CRWD1相当。＊2 バッテリー
駆動時間はバッテリーパック（L）（本体付属）／バッテリーパック（LLL）
PCGA-BP4S（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。

無線でブロードバンドにつながる、2.4GHzワイヤレスLAN。
ワイヤレスLANの標準規格IEEE802.11b方式の2.4GHzワイヤレス

LANを搭載＊。ワイヤレスLANアクセスポイントが設置してあるカフェ

などでは、ワイヤレスでメールやインターネットが楽しめます。ワイ

ヤレスON/OFF切換スイッチを装備し、スイッチひとつで通信可能

です。外出先で緊急に通信を切断したい場合など、画面操作をする

ことなくダイレクトに切断できます。

＊WECA（Wireless Ethernet Compatibility Alliance）で規定された「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。※ご家庭での使用には、別売のワイヤレ
スLANアクセスポイントPCWA-A220またはPCWA-A200が必要です。

バイオノート

VX

マグネシウム合金ボディ。
光沢のある美しい質感と高い剛性

を両立する「マグネシウム合金」

を本体の2面＊に採用。本体の軽量

化にも貢献しています。
＊液晶部外側、本体部底面。

マジックゲート対応メモリースティックスロット。
サイバーショットで撮った画像を取り込めるほか、音楽を「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

クマンなどで手軽に持ち出せます。

ハイコンダクタンスユナイテッド－シェル構造。
放熱機構「ハイコンダクタンスユナイテッド－シェル構造」の採

用により、スリムなボディに高性能プロセッサーの搭載を実現し

ました。

バックボタン付きセンタージョグ。
回す・押すで、さまざまな機能を快適

に操作できます。バックボタンでひと

つ前の動作に戻ることも可能。

●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。
Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell28

大画面の快適さを持ち歩く、バイオノートVX。

快適に持ち歩ける、薄型・軽量。
最薄部17.7mmの薄さと、質量約2.0kgの軽さ。スリムなボディで、軽

快に連れ出せます。

付属バッテリーで最大約5.5時間、ゆとりのスタミナ。
付属バッテリー（L）で最大約5.5時間、別売バッテリー（LLL）を使

えば最大約11時間ものスタミナを実現。外出先でも音楽や映像を

存分に楽しめます。
※バッテリー駆動時間はPCG-VX7/BDにおいて、省電力モード時の目安です。PCG-VX9/Pでは
付属バッテリーパック（L）で約5時間、別売のバッテリーパック（LLL）で最大約10時間です。使用
状況および設定などにより、上記記載の時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック（L）
/（LLL）の併用はできません。

広々として快適に使える、14.1型XGA対応TFT液晶。
スリムなボディに、14.1型XGA対応（1024×768ドット）TFT液晶ディスプ

レイを搭載。外出先でも、映像の編集・再生やホームページの閲覧な

どが、広々とした画面で快適に楽しめます。

i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブを付属。（PCG-VX7/BD）
縦置きができる、スリムなi.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブを付属。

バイオノートVXは、本体にバイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）コネ

クターを装備。外出先などAC電源がない環境でも、バイオノートVXか

らの電源供給で、DVDビデオの再生などを楽しむことができます。



ワイヤレス
ON/OFF

切換スイッチ

ドッキングインジケーター

大型インテリジェント・
タッチパッド

センタージョグ
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バイオノート

505

パワー／サスペンド
スイッチ

USBコネクター

排気口

DC IN（電源入力端子） 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

i.LINK端子 S400
（4ピン）

プリンターポート

外部ディスプレイ出力端子

シリアルポート

マジックゲート対応
メモリースティック

スロット

PCカードスロット
（TYPEⅡ×1）

ステレオ
ヘッドホン出力

i.LINK端子S400
（4ピン）

モジュラージャック
（モデム端子）

バイオ関連製品専用
DC OUT（電源供給）コネクター

外部ディスプレイ
出力端子

ネットワーク
コネクター

内蔵ステレオスピーカー

モノラルマイク入力

USB
コネクター

ドッキングステーションを装着して
デスクトップでの拡張性を活用する。

モバイルのための高性能、バイオノート505。

モバイルインテル® Pentium® IIIプロセッサー1.20GHz-M。
PCG-R505X/PDには、高速処理を実現するモバイル インテル®

Pentium® IIIプロセッサー1.20GHz-M＊
（拡張版インテル® SpeedStepTM テクノロ

ジー搭載）を搭載＊。電源環境に合わせて処理能力を切り換え、バッテリー

駆動時には処理能力を抑えて長時間駆動。AC電源使用時にはハイパ

フォーマンスを発揮し、動画や音楽などのデータも存分に楽しめます。
＊PCG-R505V/BDは、モバイルインテル® Celeron®プロセッサー1GHzを搭載。

スムーズな3D描画を実現する、
高性能グラフィックチップを搭載。
グラフィックスが使用するメモリーは、メインメモ

リーをシェアして最大48MB＊。プロセッサーとより

密接に動作し、高精細な静止画からDV動画やDVD

ビデオの再生にいたるまで、スムーズな描画を実現します。3Dグラフィック

ソフトや3D描画が多用されたゲームなども、快適に楽しめます。また、Intel®

830ＭGチップセットの採用により、デュアルディスプレイに対応しています。
＊ 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できませ
ん。（出荷時は最大32MB。メモリーを増設した場合、最大48MBになります。）

パフォーマンスを高める大容量メインメモリー搭載。
メインメモリーには、PC133対応の高速SDRAMを搭載。PCG-

R505X/PDには、ハードウェアのパフォーマンスを最大限に引き出す

256MBをオンボードで標準装備＊1し、最大512MB＊2まで増設できます。
＊1 PCG-R505V/BDは256MB（128MB×2）を標準装備。＊2 PCG-R505V/BDでは最大384MBに
増設できます。ただし、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。

大容量ハードディスクドライブ。
PCG-R505X/PDには約40GB、PCG-R505V/BDには約30GBの大

容量ハードディスクドライブを搭載。大量の画像データや音楽

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。

高剛性&軽量マグネシウム合金ボディ。
軽くて丈夫なマグネシウム合金を、ボディの2面＊

に使用。質量は、付属のバッテリーパック（L）を装

着した状態で約1.98kgです。＊液晶部外側、本体部底面。

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、ダイレクトに外部ディスプレイを接

続できます。

高速無線通信ができる2.4GHzワイヤレスLAN搭載。
IEEE802.11b（2.4GHz帯）方式のワイヤレスLANを搭載。切換スイッチ

で、ワイヤレスLANのON/OFFが行えます。ブロードバンド環境でイ

ンターネットを楽しんだり、他のバイオとホームネットワークを構築

したり、高速ネットワークがワイヤレスで手軽に実現します。
※5GHz帯利用のIEEE802.11a方式の機器、およびBluetooth機能搭載機器と交信すること
はできません。※インターネットへの接続は、別売のワイヤレスLANアクセスポイント
（PCWA-A220またはPCWA-A200）が必要です。

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搭載。
オリジナルCDの作成や大容量データのバックアップをはじめ、

DVDビデオソフトの鑑賞などが可能です。書き込みエラーを防止

できる、バッファーアンダーランエラー防止機能を搭載。さらに、

フロッピーディスクドライブも搭載し、使いやすさを高めています。
※本機で記録した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ディスクの場合も、
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場合があります。
※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。

使用する環境に応じて適切な電源供給が可能。
ドッキングしたまま持ち歩いて使う場合は、ドッキングステーションの電源

は、バイオノート505本体から供給。また、ドッキングしたままACアダプター

で使う場合は、ドッキングステーションのDC IN（電源入力端子）から本体に電

源を供給。本体をドッキングステーションに置くだけで充電も可能です。
※ドッキングステーションにACアダプターを接続せず1.5時間程度のDVDビデオをご覧に
なるには、別売のバッテリーパック（LLL）PCGA-BP4Rが必要です。

スピーディーなドッキング&アンドッキング。
ドッキングステーションの着脱は、本体の電源を入れたまま素早く

行えるホットドック／アンドック方式を採用。ワンタッチでドッキ

ング、スムーズにアンドッキングできます。
※アンドック時にはドッキングステーションのドッキングインジケーターの消灯を確認する
ことが必要です。

パワフルな性能を、シャープなボディに凝縮。

ノートブックコンピューター

PCG-R505X/PDオープン価格

□OS：Windows® XP Professional
□CPU：モバイルインテル® Pentium® III 
プロセッサー1.20GHz-M

□メモリー：256MB（256MBオンボード）
□ハードディスクドライブ：約40GB
□付属CD-RW/DVDドッキングステーション＊1

□12.1型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約4/8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

ノートブックコンピューター

PCG-R505V/BD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1GHz
□メモリー：256MB
（128MBオンボード＋128MB）
□ハードディスクドライブ：約30GB
□付属 CD-RW/DVDドッキングステーション＊1

□12.1型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約3.5/7.5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
□Microsoft® Office XP Personal付属

バイオノート

505
www.vaio.sony.co.jp/505

各部名称

シーンに合わせて使い分けられるドッキングステーションを付属。

＊1 CD-RW/DVDドッキングステーションPCGA-DSM51同等品。＊2 バッテリー
駆動時間はバッテリーパック（L）（本体付属）／バッテリーパック（LLL）PCGA-
BP4R（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。

ドッキングステーションの
オールインワンの機能を使う。

ドッキングステーション
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いつも一緒にいたくなる、バイオノートSR。

持ちやすさを追求した、小さく、軽いボディ。
軽快に持ち歩けるコンパクトボディを追求。約259×27.8（最薄部。最厚部

は32.0）×194mm＊1のボディサイズ、付属バッテリー（L）を装着した状態

でも、軽量約1.25kg＊2の小型化を実現しました。バッグに入れて軽快

に連れ出せます。
＊1 幅×高さ×奥行（最大突起部含まず）。＊2 PCG-SRX3F/BD。PCG-SRX7F/PBは約1.26kg。

付属バッテリーで約6時間、最大約12時間のスタミナ。
出かけた先で、音楽や映像を存分に楽しむ

ために、付属バッテリー（L）で約6時間、別

売バッテリー（LLL）を使えば最大約12時

間ものスタミナを実現。長時間ゆとりをもっ

て使えます。
※バッテリー駆動時間はPCG-SRX3F/BDにおいて、省電力モード使用時の目安です。PCG-
SRX7F/PBでは付属バッテリーパック（L）で約5.5時間、別売バッテリーパック（LLL）で最大
約11.5時間です。使用状況および設定などにより上記記載の時間と異なる場合があります。
また、バッテリーパック（L）/（LLL）の併用はできません。

美しさと丈夫さを兼ね備えた
「マグネシウム合金」ボディ。
本体ボディの2面＊に軽くて丈夫なマグネシウ

ム合金を採用。光沢のある質感に加え、軽量

化と高いボディ剛性を両立させました。
＊液晶部外側、本体部底面。

音楽をバイオノートSRごと連れ出す。
お気に入りの音楽は、ハードディ

スクにたっぷり録音。好きな場

所で、好みの曲順で再生できま

す。別売のジョグリモートコン

トローラー（PCGA-JRH1）は、バ

イオノートとUSB接続して、音

楽ファイルの再生／停止など基

本操作が可能。ジョグリモートコントローラーに付属のステレオヘッ

ドホンで、USBデジタルオーディオのクリアな音質が楽しめます。

出かけた先でDVDビデオを見る。
「バイオノートSR」といっしょに連れ出せる、スリムなi.LINK CD-

RW/DVD-ROMドライブを付属。バイオ関連製品専用DC OUT（電源

供給）コネクターを装備し、「バ

イオノートSR」からの電源

供給が可能。AC電源のない

環境でも使用できます。さら

に、高速データ転送のi.LINK

接続で、DVDビデオソフトが

快適に楽しめます。
※裏表紙のDVD再生についてのご注意もあわせてご覧ください。

外出先でも快適に使いこなせる、コンパクト＆スタミナボディ。

バイオノート

SR

USBコネクター

ステレオヘッドホン出力

マジックゲート対応
メモリースティックスロット

排気口

DC IN（電源入力端子）

モノラルマイク入力

Bluetoothランプ
（PCG-SRX7F/PBのみ）

ワイヤレスLANランプ

バックボタン付きセンタージョグ

マジックゲート対応
メモリースティックスロット

パワーランプ／バッテリーランプ／
メモリースティックランプ

インテリジェント
・タッチパッド

内蔵ステレオスピーカー

PCカードスロット
（TYPEⅡ×1）

ネットワークコネクター

ワイヤレスON/OFF
切換スイッチ

ディスプレイアダプター用コネクター

モジュラージャック
（モデム端子）

バイオ関連製品専用
DC OUT（電源供給）

コネクター

i.LINK端子 S400（4ピン）

ノートブックコンピューター

PCG-SRX7F/PBオープン価格

□OS：Windows® XP Professional
□CPU：低電圧版モバイルインテル®

Pentium® III プロセッサー 850MHz-M
□メモリー：256MB
（128MBオンボード＋128MB）
□ハードディスクドライブ：約30GB
□付属i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ＊1

□10.4型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約5.5/11.5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＊3

□Bluetooth機能搭載＊3

□Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピューター

PCG-SRX3F/BDオープン価格

□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：低電圧版モバイルインテル®

Celeron®プロセッサー 650MHz
□メモリー：256MB
（128MBオンボード＋128MB）
□ハードディスクドライブ：約30GB
□付属i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ＊1

□10.4型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約6/12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＊3

□Microsoft® Office XP Personal付属

バイオノート

SR
www.vaio.sony.co.jp/SR

各部名称

ワイヤレスでスマートにつながる。

＊1  i.LINK CD-RW/DVD-DOMドライブPCGA-CRWD1相当。＊2 バッテリー
駆動時間はバッテリーパック（L）（本体付属）／バッテリーパック（LLL）
PCGA-BP4S（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（L）とバッ
テリーパック（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。

高速無線通信ができる
2.4GHzワイヤレスLAN搭載。
ワイヤレスLANの標準規格IEEE802.11b（2.4GHz帯）方式のワイヤレス

LANを搭載。最大11Mbpsの高速通信ができ、ADSLやケーブルテレビ

回線などのブロードバンドへの接続が可能。映像や音楽などの容量の

大きいデータも、スムーズに転送できます。さらに、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。外出先で緊急に通

信を切断したい場合など、画面での操作をしなくてもダイレクトに切

断することができます。また、Windows® XP

でのワイヤレスLAN自動接続に対応し、ワ

イヤレスLANの設定をWindows上の設定

画面から行えます。

Bluetooth機能搭載の携帯電話とワイヤレスで接続。
出かけた先でのインターネットも快適な「Bluetooth機能」。
PCG-SRX7F/PBには、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「Bluetoo th機能」を搭載。別売の

Bluetooth機能搭載携帯電話およびPHSを使えば、出かけた先でもス

マートにメールやインターネットが楽しめます。また、別売のBluetoothモ

デムステーション（PCGA-BM1）を使った家庭内でのワイヤレス・インターネッ

トや、他のBluetooth機能搭載バイオとのデータ通信なども行えます。
※裏表紙の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/

外出先の施設などに設置された 
アクセスポイント 

バイオノートSR

インター 
ネット 

ワイヤレスLANアクセスポイント 
PCWA-A220（別売） 

Bluetooth機能搭載 
携帯電話（別売）・ 
PHS（別売） 

Bluetoothモデムステーション 
PCGA-BM1（別売） 

アナログ電話回線 
またはISDN回線 

PCG-SRX7F/PB

Bluetooth
（ファイル共有） 

Bluetooth Bluetooth
（データ転送） 

Bluetooth
（インターネット） 

（インターネット） 

Bluetooth機能搭載 
バイオ（別売） 

Bluetooth 
モジュール（別売） 

クリエ（別売） 

インター 
ネット 

2.4GHzワイヤレスLANによるワイヤレス通信概念図

Bluetoothによるワイヤレス通信概念図

インターネットへの接続は、Bluetoothモデムステーショ
ンまたはBluetooth搭載携帯電話・PHSなどと直接通
信している場合のみ可能です。インターネット接続は同
時に1台までとなります。 お問い合わせ先

auお客様センター
0077-7-009（無料）

http://www.au.kddi.com

Bluetooth機能
搭載携帯電話

au C413S

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
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映像で、冒険する。バイオC1。

インターネットで予約、ハードディスクに録画、
見たいときに再生できる「Giga Pocket LE」。
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、テレビ番

組の映像信号をMPEG2データへ変換することにより、バイオC1で

テレビ番組の録画・再生ができます。インターネット上のiEPG番組

サイト＊で「予約ボタン」をクリックしてスムーズに録画。予約完了後、

録画開始までサスペンド状態で待機する節電機能も備えています。

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。
＊ iEPG番組情報サイト：So-net「テレビ王国」http://www.so-net.ne.jp/tv/
※「Giga Pocket LE」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。※テレビ王国は、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。

映像を撮って、送る。MPEG2の高画質で楽しめる
「Smart Capture Premium」。
バイオC1の内蔵カメラ《MOTION EYE

モ ー シ ョ ン ・ ア イ

》で動画や静止画の撮影

が可能。《MOTION EYE
モ ー シ ョ ン ・ ア イ

》での高画質なMPEG2の長時間ムービー

モード撮影や、付属のポートリプリケーターのA/V入力端子によ

るビデオ機器からの取り込み、さらにi.LINK端子でつないだデジ

タルハンディカムや、USB端子につないだバイオカメラからも映

像を取り込むことができます。また、撮影した動画や静止画を、電

子メールやソニーのデジタルイメージング・コミュニティーサイ

ト「イメージステーション＊」、携帯電話に手軽に送信することが

できます。
＊http://www.imagestation.jp/

テレビを見る、映像で伝える、音楽を聴く。好きなときに好きな場所で楽しむ。

バイオ

C1

マイク入力

ポートリプリケーター端子

ヘッドホン出力

USB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）内蔵ステレオスピーカー

ジョグダイヤル

キャプチャーボタン

マジックゲート対応
メモリースティックスロット

パワースイッチ

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）コネクター

i.LINK端子 S400（4ピン）

PCカードスロット
（TYPEⅡ×1）

排気口

ノートブックコンピューター

PCG-C1MSXオープン価格
□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：Transmeta CrusoeTM

プロセッサーTM5800  867MHz
□メモリー：256MB（128MBオンボード＋128MB）＊1

□ハードディスクドライブ：約40GB
□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4/8/13.5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）コネクター
□2.4GHzワイヤレスLAN PCカード付属＊3

□Bluetooth機能搭載＊3

バイオ

C1
www.vaio.sony.co.jp/C1

各部名称

コンパクトなボディに詰め込んだ高性能。

＊1 うち16MB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。

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

A/V出力端子

A/V入力端子

「URecSight」と「Q-zé Talk」を使って、
映像でコミュニケーション。
映像をインターネット放送できる「URecSight（ユーレックサイト）」。

《MOTION
モ ー シ ョ ン

EYE
・ ア イ

》で撮影中の映像や撮りためた映像を、リアルタイム

で圧縮・送信し、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。さらに、インターネットを介して友達と文字や音声でチャッ

トができる「キュゼ・トーク」と連携すれ

ば、視聴者参加型の番組のように楽しめ

ます。「URecSight」で放送中の画面に

「キュゼ・トーク」に参加している友達を

表示することも可能。番組参加者が「キュ

ゼ・トーク」でメッセージを送れば、

「URecSight」で放送している画面にテ

ロップとして表示されます。

お気に入りの音楽をバイオに録音。
音楽を気ままに楽しめる「SonicStage」。
好きな音楽はハードディスクにどんどん録音して、バイオごと外へ連れ出し

て楽しめます。別売のジョグリモートコント

ローラー（PCGA-JRH1）を使えば、プレイリス

トの選択や再生/巻戻し/早送り/音量調整な

どを、手元で操作して聴くことができます。

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、「MPEG2 R-Engine」ハードウェア上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または

PCWA-A200）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。

出かけた先でのインターネットも快適な
「Bluetooth機能」。
別売のBluetooth機能搭載携帯電話およびPHSを

使えば、出かけた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。
※裏表紙のBluetooth機能に関するご注意もあわせてご覧ください。

●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。

ポートリプリケーター

URecSight

Q-zé Talk（チャットログ画面）



カジュアルに持ち歩くための、コンパクト＆スタミナ。
「バイオU」は、約 幅184.5×高さ30.6＊1×奥行139mmのボディサイズに、

付属のバッテリーを装着した状態でも約820g、Windows® XP Home

Edition搭載機種で、世界最小・最軽量＊2を実現しました。コンパクトな

がらも、付属のバッテリーで最大約4時間のスタミナ駆動＊3が可能です。
＊1 バッテリー装着部は46.1mm。＊2 2002年4月1日現在。ソニー調べ。＊3 バッテリー
駆動時間は使用状況などにより異なります。

「ThumbPhrase」で、携帯電話のように手軽に文字入力。
入力予測変換機能を備えたソフトウェア「ThumbPhrase（サムフレーズ）」。

「ThumbPhrase」ボタンで、ダイレクトに起動しま

す。「ThumbPhrase」対応キーで携帯電話のように

スピーディーな文字入力ができます。入力した文字

から予測される単語や文章をリスト表示。ジョグダ

イヤルで語句を選択して軽快に文字入力できます。

ドラッグ＆ドロップでファイル送信できる「FlyingPointer」。
「バイオU」とi.LINKまたはイーサネットでつながったバイオ＊へ、手軽にファ

イル送信。「FlyingPointer（フライングポインター）」を起動してファイルを選択、画

面を突き抜けるように相手先のデスクトップへドラッグ。羽のはえたポイン

ターが、相手先のデスクトッ

プへ表示され、ファイルが自

動的にコピーされます。
＊「バイオU」に付属のCD-ROMから、「FlyingPointer」をインストールする必要があります。
Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professionalを
搭載した機種に対応していますが、ご使用はお客様ご自身の責任で行ってください。
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いちばん 小さい バイオ。バイオU。

毎日 持ち歩きたい。My  L i t t l e  VA IO。

バイオ

U

ノートブックコンピューター

PCG-U1オープン価格
□OS：Windows® XP Home Edition
□CPU：Transmeta CrusoeTM

プロセッサーTM5800 867MHz
□メモリー：256MB
（128MBオンボード＋128MB）＊1

□ハードディスクドライブ：約20GB
□6.4型XGA対応TFTカラー液晶
□スタミナ：最大約4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

バイオ

U
www.vaio.sony.co.jp/U

各部名称

持ったまま使える、モバイル・グリップスタイル。

＊1 うち16MBはシステムで使用。＊2 バッテリー駆動時間はバッテリーパッ
ク（S）（本体付属）を省電力モードで使用した時の目安です。使用状況や設定
状況などにより、異なる場合があります。

128kbpsの高速モバイル通信が可能な「AirH”」対応。
DDIポケットの「AirH"（AH-G10）」＊に対応。本体のPCカードスロットに

装着して、128kbpsの高速データ通信が可能です。パケット通信に対

応し、接続や切断を気にせず、手軽にブロードバンドが楽しめます。

使いたいときにすぐに起動する、スタンバイボタン。
ワンプッシュでスタンバイモードになるスタンバイボタンを装備。こ

まめに使えば、バッテリーの消費を抑えることができます。

見たい情報をワンボタンで拡大できるZOOM INボタン。
ホームページの閲覧やメールのチェックのときなどに、ZOOM IN

ボタンでウインドウを拡大＊。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できます。
＊ 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。全画面領域にスムージング処理
によって表示します。

マンガや小説が読める「Adobe® Acrobat® eBook Reader」。
書籍のデザインを忠実に再現した高精度な電子ブックを読むことが

できます。ジョグダイヤルでページをめくることも可能。「バイオU」

オリジナルの電子ブックお試しコンテンツを8種類付属しています。

モノラルスピーカー

ワイドスティック式
ポインティング・デバイス

バックボタン付きジョグダイヤル

スタンバイボタン

サムフレーズボタン

右ボタン

左ボタン

ステレオヘッドホン出力

バイオ関連製品専用DC OUT
（電源供給）コネクター

通風口

モノラルマイク入力 PCカードスロット（TYPEⅡ×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

i.LINK端子 S400（4ピン）

USBコネクター

DC IN（電源入力端子）

ディスプレイアダプター
（別売PCGA-DA1S）用コネクター

自分のパソコンのデスクトップ 相手のパソコンのデスクトップ

◎ご利用のお申し込み・エリア／サービスのお問い合わせ先 0077-775（フリーコール）受付時間 平日 9：00
～18：00、土 9：00～17：00 ◎データ通信に関するお問い合わせ先 0077-7-175（フリーコール）受付時間
平日 9：00～17：30、土・日・祝日 9：00～17：00 ◎ホームページ http://www.ddipocket.co.jp/

AirH”に関するお問い合わせ
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マイク/ライン入力

ヘッドホン出力

DC IN
（電源入力端子）

PCカードスロット
（TYPEⅡ×1）

ディスプレイアダプター
（別売PCGA-DA1S）用

コネクター

USBコネクター

モジュラージャック
（モデム端子）

スティック式
ポインティング・デバイス

パワースイッチ

《MOTION EYE》

内蔵ステレオマイク

AV出力端子

i.LINK端子 S400（4ピン）

メモリースティックスロット

内蔵ステレオ
スピーカー

ノートブックコンピューター

PCG-GT3/K オープン価格

□OS：Windows® 2000 Professional
□CPU：Transmeta CrusoeTM プロセッサーTM5600 600MHz
□メモリー：128MB（128MBオンボード）
□ハードディスクドライブ：約30GB
□6.4型XGA対応ポリシリコンTFTカラー液晶
□スタミナ：最大約5/10/17時間＊1

□ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
□メモリースティックスロット＊2

バイオ

GT
www.vaio.sony.co.jp/GT

各部名称

＊1 バッテリー駆動時間はバッテリーパック（L）（本体付属）/バッテリー
パック（LL）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（L）/
バッリーパック（LL）/バッリーパック（LLL）の併用はできません。＊2 著
作権保護技術マジックゲートには対応しておりません。

迫力のズームと優れた描写力の《MOTION EYE》。
光学10倍／デジタル40倍ズーム搭載68万画素CCD採用ビデオ

カメラ《MOTION EYE
モ ー シ ョ ン ・ ア イ

》。フィルター径30mm、f=3.3～33mmの

大型レンズに、1/4型68万画素CCDを採用。光学10倍パワーズー

ム（デジタル40倍）を搭載し、180 回゚転機構により、撮影時のアングル

調整もスムーズ。カメラの向きに合わせて天地も自動反転します。

映像をインターネットで発信できる「URecSight for VAIO GT」。
「URecSight（ユーレックサイト）for VAIO GT」で、映像の撮

影・閲覧や、インターネットでライブ発信が楽しめます。

◎「ImageStation（イメージステーション）」モードでは、動画・静止
画の撮影や、撮影した映像の閲覧、デジタルイメージング・コ
ミュニティーサイト「イメージステーション」＊へのアップロード
が手軽に行えます。 ＊http://www.imagestation.jp/

◎「CastaDrive（キャスタドライブ）」モードでは、個人によるインタ
ーネット上での映像ライブ発信「パーソナルキャスティング」が
楽しめます。専用Webサイト「パーキャスTV」＊にバイオGTを接
続して、ライブ発信の予約や映像のストリーミング送信を手軽
に行うことができます。 ＊http://www.percastv.net/

Serv ice & Suppor t
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。

サ ポ ー ト 困ったこと、わからないこともスマートに解決。

インフォメーション バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

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。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。また、イ
ンターネット経由でQ&A情報のアップデートもできるの
で、最新の情報を参照することも可能です。
※バイオUではご利用いただけません。

「できるWindows XP for VAIO」：
Windows® XP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 XP

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。
※バイオGT、バイオUではご利用いただけません。

「CyberSupport」 「できるWindows XP for VAIO」

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。

VAIOオンラインカスタマー登録

「UPGRADE AREA」

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 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。

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。

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。※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/）

W E B

内容豊富な

インターネットで検索。

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

困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストー
ルされている専用サポートツール「CyberSupport for
VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使う
ことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲
覧できます。

VAIO

まずは気軽に

バイオに質問。

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
使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマー
リンクがお電話で承ります。
◎受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時
（年末年始を除く）

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）。修理のご依頼は保証期間終了後も引き続
き承ります。

PHONE

特別な質問や修理のご依頼は

電話で相談。

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。

VAIO活用セミナー（有料）
（http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/）

デジタルビデオ編集や静止画の加工など、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。東京銀
座ソニービルと大阪心斎橋ソニータワーで実施しています。
※詳しくは「バイオ活用セミナー」ホームページをご覧ください。

サ ー ビ ス VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

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

ショッピング・サービスページです。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、各種素材集や書籍など、さまざま

なアイテムをご提供して
います。

3年間の無料修理をご提供する「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年間の無料修理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。
（http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/）※バイオGTではご利用いただけません。

バイオ

GT

ネットワークで高画質映像コミュニケーション、バイオGT。

「ImageStation」モード

「CastaDrive」モード

Windows® XP Professional、Windows® 2000搭載モデルのためのアドバンストサポート 対象モデル：PCG-GRX81G/P、PCG-VX9/P、PCG-R505X/PD、PCG-SRX7F/PB、PCG-GT3/K

◎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。
◎時間延長サポート（有料）：平日20:00までお受けしているお電話でのご相談・ご質問を、22:00まで有料にて承る時間延長サポートをご提供します。（このサービスはご購入日から90日
以内でも有料となります。また、土・日・祝日は承っておりません。）
※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「SUPPORT」をご覧ください。（http://vcl.vaio.sony.co.jp/ ）

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。●画面はハメコミ合成です。
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ソニーオリジナルソフトウェアについて詳しくはこちらをご覧ください。http://www.vaio.sony.co.jp/Products/index03.html

＊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 パケットライト形式での記録機能は備
えていません。＊3 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。＊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。本機単体ではご使用できません。＊5 Service Pack 1を含みます。＊6「Microsoft® Office XP Personal Step By
Step Interactive」は、CD-ROMで付属しています。

※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。※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。

●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 ●「MovieShaker Ver.3.3」は、マクロメディア社のMacromedia Flash Playerソフトウェア技術を採用しています。Copyright©1995-2002
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はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
●LightWave、LightWave 3Dは米国NewTek社の登録商標です。●Copyright©1993-2002 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved. ●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 InterVideo, Inc. 2001 All Rights Reserved.  ●QuickTime and QuickTime Player are trademarks of Apple Computer, Inc.,registered in the U.S. and other countries. ●「RealPlayer」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。●Gen-Onはソニーデジタルネットワークアプリケションズ株式会社の商標です。●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。●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。●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。2002 Symantec Corporation. All Rights Reserved. ●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。●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. Grami Best Selection Released Version v1.01Copyright© 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.
●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。

「バイオノートVX」PCG-VX9/P・VX7/BD、「バイオGT」PCG-GT3/K、「バイオC1」PCG-C1MSX、「バイオU」PCG-U1に搭載されているソフトウェアは、上記の一覧に掲載されているものと一部異なります。詳しくは、それぞれのカタログまたは
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。

楽しみがふくらむソフトウェア。

OS

クリエーション

オーディオ&ビジュアル

Microsoft®Windows® XP Home Edition＊1

Microsoft®Windows® XP Professional＊1

〈PCG-GRX81G/P、PCG-R505X/PD、PCG-SRX7F/PB〉

DV動画/静止画入出力/簡易編集

DVgate Ver.2.5（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

イー・アクセスADSLスターターキット

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

インターネットするならBIGLOBE Ver.1.50

ネットワーク対応音楽プレーヤー

SonicStage Player

AV再生ソフト

Windows MediaTM Player 8

ムービープレーヤー

Apple® QuickTime® 5

ストリームプレーヤー

RealPlayer® Basic 8

Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー

PicoPlayer Ver.5.0＊4（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.2.0＊2

動画編集・加工

Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版
〈PCG-GRX81G/P・GRX71〉

DVD再生ソフト

WinDVDTM 3.2（ドルビーヘッドホン対応）＊3
〈PCG-GRX81G/P・GRX71、バイオノート505〉

WinDVDTM 3.2＊3

〈PCG-GRX51/BP、PCG-GR5N/BP・GR3N/BP、バイオノートNV、
バイオノートFX、バイオQR、バイオノートSR〉

3DCG作成

LightWave 3D express for VAIO
〈PCG-GRX71〉

静止画作成・加工（フォトレタッチ）

Adobe® Photoshop® Elements
〈PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BP〉

サウンド編集

DigiOnSound® 2 L.E. for VAIO
〈PCG-GRX81G/P・GRX71〉

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
〈バイオノートNV〉※CD-ROMで付属します。

VisualShare Ver.2.1
〈PCG-SRX7F/PB〉

家計簿ソフト

てきぱき家計簿マム3
〈バイオノートNV、バイオノートFX〉

はがき作成

筆ぐるめ for VAIO
〈バイオノートNV、バイオノートFX〉

ホームネットワーク

エンターテインメント

コミュニケーション

デジタルビデオを高精度に編集。

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。

画像ファイルマネジメント

PictureGear Ver.5.1
静止画や動画を一括管理。

静止画作成・加工（ペイント）

PictureToy Ver.1.1
画像に楽しくペイントする。

OpenMG対応音楽ファイル管理/再生ソフト

SonicStage Ver.1.2 for VAIO
お気に入りの音楽をバイオにストック。

アルバム/ラベル作成・プリント

DigitalPrint Ver.1.1
フォトアルバムやラベルづくりを手軽に楽しむ。

音楽・動画・静止画ポータル

VAIOメディア・ランチャー
（VAIO Media Launcher）

ホームネットワークで音楽や映像を楽しむ。

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
文字や絵で楽しくおしゃべり。

ビジュアルコミュニケーション

Smart Capture Ver.4.3
動画や静止画を気軽にメール送信。

インターネット放送

URecSight Ver.2.2
撮影中の映像をインターネットで放送。

デジタルマップナビゲーター

Navin' You Ver.5.5
デジタルマップでルート探索。

メディアブラウザー

VisualFlow Ver.2.1
楽しみながら画像をチェック。

VAIOマニュアル

CyberSupport Ver.3.5 for VAIO
（「できるWindows XP for VAIO」収録）

バイオを楽しむための入り口。

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
〈バイオノートNV、バイオQR〉

音楽と映像をつないで重ねて遊ぶ。

テレビ録画/管理/再生統合ソフト

Giga Pocket LE
〈PCG-GRX81G/P〉

テレビ番組をバイオに録画。

リファレンスツール

クリエ用地図切り出しツール

MapCutter Ver.2.0

サンプル地図データ

Navin' You専用マップ2 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＆ドライブスポット
327 by Walkerplus.com

VAIOオリジナル壁紙

VAIO壁紙
バイオQR専用壁紙（2種）
〈バイオQR〉

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

PDFビューワー

Adobe® Acrobat® Reader 5.0J

電車交通案内

乗換案内 時刻表対応版

ユーティリティー

ジョグダイヤルツール

Jog Dial Navigator
〈バイオノートFXを除く〉

電源管理

PowerPanel
〈バイオノートFXを除く〉

各種ユーティリティー

BlueSpace Ver.2.1（Bluetoothユーティリティー）
〈PCG-SRX7F/PB〉

Sony Notebook Setup
〈バイオノートFXを除く〉

システム情報
〈バイオノートFX〉

ウィルスチェッカー

Norton AntiVirus 2002

カスタマーサポート

その他

ステーショナリー

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＊5
（Word 2002、Excel 2002、Outlook® 2002、Outlook®Plus!、
Bookshelf® Basic 3.0、Step By Step Interactive＊6）
〈PCG-GRX51/BP、PCG-GR5N/BP・GR3N/BP、
バイオノートNV、PCG-FX77Z/BP・FX55Z/BP、
バイオQR、PCG-R505V/BD、バイオノートSR〉

ワープロ、表計算を活用する。



バイオノート 

GR
バイオノート 

NV
バイオノート 

FX

PCG-GRX81G/P PCG-GRX71 PCG-GR5N/BP PCG-GR3N/BPPCG-GRX51/BP PCG-NV99M/BP PCG-NV77M/BP PCG-NV55/BP PCG-FX77Z/BP PCG-FX55Z/BPPCG-FX77Z
OS

プロセッサー 

キャッシュメモリー 

システムバス 

チップセット 

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 

液晶表示装置 

表示モード 
外部ディスプレイ出力＊5

フロッピーディスクドライブ 
ハードディスクドライブ 

ドライブ 

MPEG2ハードウェアエンコーダー 

外部接続端子 

メモリースティックスロット 

ワイヤレス通信 

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＊19

バッテリー駆動時間＊20 ＊21

バッテリー充電時間 

（ON時＊22/OFF時） 

温湿度条件 

本体外部寸法（最大突起部含まず） 

質量 

別売関連製品 

Microsoft® Windows® XP Professional
モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサー 

1.70GHz-M 
（拡張版インテル®SpeedStepTMテクノロジー搭載） 

モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサー 
1.60GHz-M 

（拡張版インテル®SpeedStepTMテクノロジー搭載） 

モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサー 
1.13GHz-M 

（拡張版インテル®SpeedStepTMテクノロジー搭載） 

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 32KB／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵） 

400MHz

Intel® 845MPチップセット 

SODIMMスロット（DDR266）×2（0） SODIMMスロット（DDR266）×2（1） 

32MB

16.1型 UXGA（1600×1200ドット）対応  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 SXGA＋（1400×1050ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊4（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 
（1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600）　 

最大約1677万色＊4（1024×768、800×600） 最大約1677万色＊4（1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600） 

別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB/720KB＊6） 

約40GB（Ultra ATA/100） 
（C:約10GB／D:約30GB（出荷時））＊8 ＊9

約30GB（Ultra ATA/100） 
（C:約10GB／D:約20GB（出荷時））＊8 ＊9

内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ（リムーバブル）＊10 
　読み出し＊12：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大8倍速（DVD-ROM） 
　書き込み＊13：最大約16倍速（CD-R）、最大約10倍速（CD-RW） 

MPEG2 R-Engine（AV入力対応、テレビ録画機能搭載） 

マジックゲート対応メモリースティックスロット 

TypeⅢ×1またはTypeⅡ×2、16bit/CardBus対応 

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、3Dサウンド機能、ソフトウェアMIDI音源、内蔵ステレオスピーカー 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

S区分0.00087

約 幅355mm×高さ39.8mm（最厚部44.4mm）×奥行292mm 約 幅325mm×高さ37mm（最厚部39.8mm） 
×奥行269.5mm 

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、CD-RW/DVD-ROMドライブ装着時）、約3.2kg（ウェイトセーバー装着時） 

約3.0kg（バッテリーパック×1、ウェイトセーバー装着時）、 
約3.3kg（バッテリーパック×1、CD-RW/DVD-ROM 
ドライブ装着時）、約2.6kg（ウェイトセーバー装着時） 

約 幅312mm×高さ35.5mm（最厚部36.7mm） 
×奥行216.2mm 

約2.6kg（バッテリーパック×1、ウェイトセーバー装着時）、 
約2.9kg（バッテリーパック×1、CD-RW/DVD-ROM 
ドライブ装着時）、約2.2kg（ウェイトセーバー装着時） 

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3時間（約85％）、約4時間（約100％） 

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65W（バッテリー充電含まず） 

最大56kbps＊18（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

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19mmピッチ／キーストローク約3mm／87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 

ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、テレホンコード（モジュラーケーブル）、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）、 
Giga Pocket LE・DVD用赤外線リモコン、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） 

編集ガイドブック、 
LightWave 3D expressコンテンツCD-ROM

Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ 

ATI Technologies社製MOBILITYTM RADEONTM 7500（3Dアクセラレーション対応） 

512MB（256MB×2）／最大512MB＊2（DDR-SDRAM） 256MB（256MB×1）／最大512MB＊2（DDR-SDRAM） 

133MHz

Intel® 830MPチップセット 

SODIMMスロット（PC133）×2（1） 

16MB

ATI Technologies社製MOBILITYTM RADEONTM-D（3Dアクセラレーション対応） 

256MB（256MB×1）／最大512MB＊2（SDRAM） 

Microsoft® Windows® XP Home Edition

S区分0.00083

約60W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0017

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-BP2E×2： 
約5～7時間 

バッテリーパック×1：約2～3.5時間／ 
バッテリーパック PCGA-BP2NX×2：約4.5～7時間 

約41W（バッテリー充電含まず） 

バッテリーパック×1： 
約2～3時間／ 

バッテリーパック PCGA-BP2E×2： 
約4～6時間 

バッテリーパック×1： 
約2～3時間／ 

バッテリーパック PCGA-BP2NX×2： 
約4～6時間 

約40W（バッテリー充電含まず） 

Microsoft® Windows® XP Home Edition

15型 XGA（1024×768ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊4（1024×768、800×600） 

最大約1677万色 
（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600） 

AMD PowerNow!TMテクノロジー対応モバイルAMD AthlonTM XPプロセッサー 
1400＋＊1

AMD PowerNow!TMテクノロジー対応 
モバイルAMD DuronTMプロセッサー 

1.1GHz
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128KB／2次キャッシュ64KB（CPU内蔵） 

200MHz

VIA Apollo KT133A

SODIMMスロット（PC100）×2（0） 

8MB

15型 SXGA＋（1400×1050ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊4（1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600） 

最大約1677万色 
（1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600） 

内蔵＊7 3.5型（1.44MB/720KB＊6）リムーバブル 

約30GB（Ultra ATA/100） 
（C:約10GB／D:約20GB（出荷時））＊8 ＊9

内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ（固定式＊11） 
　読み出し＊12：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大8倍速（DVD-ROM） 

　書き込み＊13：最大約8倍速（CD-R、CD-RW） 

TypeⅢ×1またはTypeⅡ×2、16bit/CardBus対応 

AC97準拠、3Dサウンド機能、ソフトウェアMIDI音源、内蔵ステレオスピーカー 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

S区分0.00051

約 幅324mm×高さ38.5mm（最厚部54.1mm）×奥行265.5mm

約3.1kg（バッテリーパック搭載時） 

バッテリーパック×1：約1～1.5時間／ 
バッテリーパック PCGA-BP71A×2：約4～6時間 

電源ON時＊23： 
約2時間（約85％）、約3時間（約100％）／ 

電源OFF時： 
約1.5時間（約85％）、約2.5時間（約100％） 
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、湿球温度29℃以下） 
保存時-20～+60℃（温度勾配10℃/時以下）10～90％ 

約57W（バッテリー充電含まず） 約55W（バッテリー充電含まず） 

最大56kbps＊18（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

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、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、ビデオケーブル 

ATI 3D RAGE MOBILITYTM M1（3Dアクセラレーション対応） 

256MB（128MB×2）／最大256MB（SDRAM） 

15型 SXGA＋（1400×1050ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊4（1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600） 

約40GB（Ultra ATA/100） 
（C:約10GB／D:約30GB（出荷時））＊8 ＊9

S区分0.0011

約61W（バッテリー充電含まず） 

Microsoft® Windows® XP Home Edition
モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサー 

1.60GHz-M 
（拡張版インテル®SpeedStepTMテクノロジー搭載） 

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）   

400MHz

Intel® 845MPチップセット 

SODIMMスロット（DDR226）×2（1） 

16MB

15型 XGA（1024×768ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊4（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） 

内蔵3.5型（1.44MB/720KB＊6）リムーバブル 

約30GB（Ultra ATA/100） 
（C:約10GB／D:約20GB（出荷時））＊8 ＊9

 内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ（固定式＊11）　  　 
　読み出し＊12 ：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大8倍速（DVD-ROM）     　　　 

　書き込み＊13：最大約16倍速（CD-R）、最大約10倍速（CD-RW）     

マジックゲート対応メモリースティックスロット 

TypeⅢ×1またはTypeⅡ×2、16bit/CardBus対応        

 AC97準拠、ソフトウェアMIDI音源、内蔵ステレオスピーカー 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

 約 幅336mm×高さ42.8mm（最厚部53.3mm）×奥行276.1mm

約3.7kg（バッテリーパック、ウェイトセーバー搭載時） 

約 2～3.5時間 

電源ON時/OFF時とも： 
約2.5時間（約85％）、約3.5時間（約100％） 

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、湿球温度29℃以下）  
保存時-20～+60℃（温度勾配10℃/時以下）10～90％ 

約58W（バッテリー充電含まず） 

最大56kbps＊18（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

  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 

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、 
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 

Net MD ベイ ユニット、 
コンパクトウーファー ベイ ユニット、テンキー ベイ ユニット Net MD ベイ ユニット 

ATI Technologies社製MOBILITYTM RADEONTM 7500（3Dアクセラレーション対応） 

256MB（256MB×1）／最大512MB＊2（DDR-SDRAM） 

●USB＊14×3 ●i.LINK（IEEE1394）端子 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 ●AV出力（NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力）＊15×1 
●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）＊15×1 

●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×3＊14 ●i.LINK（IEEE1394）端子 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）＊15×1   
●外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）＊15×1 ●モデム用モジュラージャック×1  

●USB＊14×2 ●i.LINK（IEEE1394）端子 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 
●シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン）×1 ●外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）＊15×1 

●モデム用モジュラージャック×1 ●コンポジットビデオ出力（NTSC/PAL対応）＊15×1

本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載 
（最大通信速度＊16：約11Mbps／ 

  通信距離＊17：見通し距離 最長100m／ 
  使用周波数帯：2.4GHz帯（2.400GHz～2.474GHz）／ 
  無線チャンネル：1～11から選択） 

（IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合） 

Microsoft® Office XP Personal 
プレインストールパッケージ 

Microsoft® Office XP Personal 
プレインストールパッケージ 

43
Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell ●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。42

スタイルに合わせて選べる、バイオノートラインアップ。

＊1 QuantiSpeedTM アーキテクチャ採用AMD AthlonTM XPプロセッサー1400+は、動作周波数1.2GHzで動作しており、従来の設計に基づく1.4GHz動作のCPUの性能に匹敵あるいはしのぐ性能を示します。＊2 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「SUPPORT」ページ、もしくは各メーカーにご確認ください。なお、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。＊3 使用状況に
ん。＊7 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。＊8 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-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BP・NV99M/BPは約37.2GB、PCG-
ャブルバッテリーパック（別売）の交換着脱式。＊11 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。＊12 ソニー製／パイオニア製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
High Speed非対応ディスクの場合、書き込み速度は最大4倍速となります。＊14 USB2.0ハイスピードモードでの動作には対応しておりません。＊15 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。＊16 IEEE802.11b準拠の最大通信速度。通信機器間の距離
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。＊19 省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に
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「SUPPORT」機種別ページで順次ご案内します。＊22 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。＊23 PCG-FX77Z/BP・FX77Z・FX55Z/BPに標準搭載のバッテリーの容量は、

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。＊4 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。＊5 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。＊6 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできませ
GR5N/BP・GR3N/BP・NV77M/BP・NV55/BP・FX77Z/BP・FX77Z・FX55Z/BPは約27.9GBになります。＊9 ハードディスクは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。＊10 CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ、リチャージ
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。＊13 CD-RW8倍以上の書き込みは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。
や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。＊17 通信間の障害物や電波状況、壁の素材など周囲の環境、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。＊18 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
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。＊20 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。＊21 JEITAバッテリー動作
別売バッテリーパックPCGA-BP71Aの約57％になります。

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）

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） リチャージャブル

バッテリーパック
PCGA-BP71A

ACアダプター
PCGA-AC19V
（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
PCGA-BP2E
（付属バッテリーパックと同等品）

ACアダプター
PCGA-AC16V
（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-MM256E
128MB：PCGA-MM128E

増設メモリーモジュール（PCG-GRX51/BPのみ）
256MB：PCGA-MM256D



バイオノート 

VX
バイオノート 

505
バイオノート 

SR
バイオ 

C1
バイオ 

U
バイオ 

GT

PCG-VX7/BDPCG-VX9/P PCG-R505X/PD PCG-R505V/BD PCG-SRX7F/PB PCG-SRX3F/BD PCG-C1MSX PCG-U1PCG-GT3/K
Microsoft® Windows® XP Home EditionOS

プロセッサー 

キャッシュメモリー 

システムバス 

チップセット 

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 

液晶表示装置 

表示モード 

外部ディスプレイ出力＊7

フロッピーディスクドライブ 
ハードディスクドライブ 

ドライブ 

内蔵ビデオカメラ 

MPEG2ハードウェアエンコーダー 

外部接続端子 

メモリースティックスロット 

ワイヤレス通信 

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＊22

バッテリー駆動時間＊23 ＊24

バッテリー充電時間 
（ON時＊25/OFF時） 

温湿度条件 

本体外部寸法（最大突起部含まず） 

質量 

別売関連製品 

低電圧版 モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサー 
850MHz-M 

（拡張版インテル® SpeedStepTM テクノロジー搭載） 

1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵） 

100MHz

Intel® 815EMチップセット 

マイクロDIMMスロット（PC100）×1（0） 

最大11MB＊4（メインメモリーと共有） 

14.1型 XGA（1024×768ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊5（1024×768、800×600） 

最大約1677万色（1280×1024、1024×768、800×600） 

別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB/720KB＊8） 

約30GB（Ultra ATA/100） 
（C:約15GB／D:約15GB（出荷時））＊9 ＊10

付属 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ 
PCGA-CRWD1相当＊12 

　読み出し＊13：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、 
最大8倍速（DVD-ROM） 

　書き込み＊14：最大約8倍速（CD-R）、 
最大約4倍速（CD-RW） 

約40GB（Ultra ATA/100） 
（C:約20GB／D:約20GB（出荷時））＊9 ＊10

マジックゲート対応メモリースティックスロット 

TypeⅡ×1、CardBus対応 

AC97準拠、MEGA  BASS（高低音強調）機能、内蔵ステレオスピーカー 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

約 幅312.8mm×高さ17.7mm（最薄部。最厚部は33.1mm）×奥行261.5mm

約2.0kg（バッテリーパック（L）搭載時） 

バッテリーパック（L）：約3～5時間／ 
バッテリーパック（LLL）：約6.5～10時間 

電源ON時/OFF時とも 
バッテリーパック（L）：約3時間（約85％）、約6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％） 

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％ 

S区分0.0015

バッテリーパック（L）：約3.5～5.5時間／ 
バッテリーパック（LLL）：約7～11時間 

約35W（バッテリー充電含まず） 

最大56kbps＊21（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

約19mmピッチ／キーストローク約3mm／87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 

本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載 
（最大通信速度＊17：約11Mbps／通信距離＊18：見通し距離 最長100m／ 

使用周波数帯：2.4GHz帯（2.400GHz～2.474GHz）／ 
無線チャンネル：1～11から選択） 

（IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合） 

Intel® 815EMチップセットに内蔵（3Dアクセラレーション対応） 

●USB＊16×2 ●i.LINK（IEEE1394）端子（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-sub15ピン）×1 ●モデム用モジュラージャック×1  

●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）コネクター×1

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Transmeta CrusoeTMプロセッサー 

TM5600 600MHz

1次キャッシュ128KB／2次キャッシュ512KB（CPUに内蔵） 

100MHz（CPUクロック600MHz動作時） 

専用メモリースロット×1（1） 

8MB（ビデオチップに内蔵） 

6.4型 XGA（1024×768ドット）対応  ポリシリコンTFTカラー液晶 
最大約1677万色＊5（1024×768、800×600、640×480） 

最大約1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480） 
別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB/720KB＊8） 

約30GB（Ultra ATA） 
（C:約15GB／D:約15GB（出荷時））＊9 ＊10

別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ 
（PCGA-CRWD2） 

※リカバリーはできません。本体との接続には 
付属の標準i.LINKケーブル（4ピン）のみがご使用になれます。 

別売 PCカード対応 CD-ROMドライブ 
（PCGA-CD51/A） 

 

メモリースティックスロット 

TypeⅡ×1、CardBus対応 
AC97準拠、内蔵ステレオマイク、 

XG対応ハードウェアMIDI音源、MEGA BASS（低音ブースト） 
機能（ヘッドホン出力のみ）、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 

 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

S区分0.0010

約 幅241mm× 
高さ40mm（手前最薄部。後部は44.8mm）×奥行155.5mm

約1.1kg（バッテリーパック（S）搭載時） 

バッテリーパック（S）：約2～5時間／ 
バッテリーパック（L）：約4～10時間／ 
バッテリーパック（LLL）：約7～17時間 

電源ON時/OFF時とも 
バッテリーパック（S）： 

約1.5時間（約85％）、約2.5時間（約100％）／ 
バッテリーパック（L）： 

約3.5時間（約85％）、約6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％） 
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） 

約37W（バッテリー充電含まず） 

最大56kbps＊21（V.90/K56flexTM自動対応）／ 
最大14.4kbps（FAX時） 

約14mmピッチ／キーストローク約1.5mm／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、 

バックボタン付きジョグダイヤル 

ATI RAGETM Mobility-M1（3Dアクセラレーション対応） 

●USB×1  
●i.LINK（IEEE1394）端子（S400）4ピン×1 

●ステレオヘッドホン出力（MEGA BASS対応、ステレオミニジャック）×1 
●マイク/ライン入力（モノラル/ステレオ兼用ミニジャック）×1 
●AV出力（NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力）×1 

●ディスプレイアダプター（別売PCGA-DA1S）専用端子×1 
●モデム用モジュラージャック×1

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

リカバリーCD、レンズカバー 

Microsoft® Windows® XP ProfessionalMicrosoft® Windows® XP Professional
モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサー 

1.20GHz-M 
（拡張版インテル® SpeedStepTM テクノロジー搭載） 

1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵） 

133MHz

Intel® 830MGチップセット 

SODIMMスロット（PC133）×1（0） SODIMMスロット（PC133）×1（1） 

最大48MB＊4（メインメモリーと共有）※メモリーを増設した場合。出荷時は最大32MB。 

12.1型 XGA（1024×768ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊5（1024×768、800×600） 

最大約1677万色（1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600） 

付属ドッキングステーションに内蔵、3.5型（1.44MB/720KB＊8） 

約40GB（Ultra ATA/100） 
（C:約20GB／D:約20GB（出荷時））＊9 ＊10

付属 CD-RW/DVDドッキングステーション 
PCGA-DSM51同等品 

　読み出し＊13：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大8倍速（DVD-ROM） 
書き込み＊15：最大約16倍速（CD-R）、最大約10倍速（CD-RW） 

TypeⅡ×1、CardBus対応 

AC97準拠、内蔵ステレオスピーカー 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

S区分0.0029

約 幅279.5mm×高さ29.4mm（最薄部。最厚部は33.8mm）×奥行239mm

約1.98kg（バッテリーパック（L）搭載時） 

バッテリーパック（L）：約2.5～4時間／ 
バッテリーパック（LLL）：約5.5～8時間 

電源ON時/OFF時とも 
バッテリーパック（L）：約1.5時間（約85％）、約2.5時間（約100％）／ 
バッテリーパック（LLL）：約3時間（約85％）、約5.5時間（約100％） 

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50W（バッテリー充電含まず） 

最大56kbps＊21（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

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、センタージョグ 

マジックゲート対応メモリースティックスロット 

本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載 
（最大通信速度＊17：約11Mbps／通信距離＊18：見通し距離 最長100m／ 

  使用周波数帯：2.4GHz帯（2.400GHz～2.474GHz）／ 
無線チャンネル：1～11から選択） 

（IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合） 

Intel® 830MGチップセットに内蔵（3Dアクセラレーション対応） 

256MB（　　　）／最大512MB（SDRAM）＊2

Microsoft® Windows® XP Home Edition

モバイル インテル® Celeron® プロセッサー 
1GHz

1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵） 

約30GB（Ultra ATA/100） 
（C:約15GB／D:約15GB（出荷時））＊9 ＊10

S区分0.0034

バッテリーパック（L）：約2～3.5時間／ 
バッテリーパック（LLL）：約4.5～7.5時間 

約45W（バッテリー充電含まず） 

256MB（　　  　　　）／最大384MB（SDRAM）＊1＊2

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Transmeta CrusoeTMプロセッサー 

TM5800 867MHz

1次キャッシュ128KB／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵） 

メモリーバスクロック：最大133MHz

マイクロDIMMスロット×1（0） 

8MB（ビデオチップに内蔵） 

8.9型 ウルトラワイドSXGA（1280×600ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊5（1280×600、1280×1024＊6、800×600、1024×768＊6） 

最大約1677万色（1600×1200、1280×1024、1280×600、1024×768、800×600） 

別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB/720KB＊8） 

プログレッシブ方式 1/6型CCD35万画素（f=2.8mm F3.4）スローシャッター対応 1/4型CCD 68万画素（有効34万画素、f=3.3～33mm F1.7～2.2） 

MPEG2 R-Engine（AV入力対応、テレビ録画機能搭載） 

約40GB（Ultra ATA/100） 
（C:約20GB／D:約20GB（出荷時））＊9 ＊10

マジックゲート対応メモリースティックスロット 

TypeⅡ×1、CardBus対応 

AC97準拠、内蔵モノラルマイク、 
MEGA BASS（高低音強調）機能、内蔵ステレオスピーカー 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

S区分0.0069

約 幅249mm× 
高さ28mm（最厚部は30mm）×奥行152mm
約998g（バッテリーパック（S）搭載時） 

バッテリーパック（S）：約2～4時間／ 
バッテリーパック（L）：約4～8時間／ 

バッテリーパック（LLL）：約7.5～13.5時間 
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％） 
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） 

約27W

最大56kbps＊21（V.90）／最大14.4kbps（FAX時） 

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 

ATI Technologies社製 MOBILITYTM RADEONTM-M

ポートリプリケーター、ACアダプター、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）、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、 
アンテナ変換プラグ、ワイヤレスLANカード、リカバリーCD

Microsoft® Windows® XP Professional
低電圧版 モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサー 

850MHz-M 
（拡張版インテル® SpeedStepTM テクノロジー搭載） 

1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ512KB（CPUに内蔵） 

100MHz

Intel® 815EMチップセット 

マイクロDIMMスロット（PC100）×1（0） 

最大11MB＊4（メインメモリーと共有）  

 10.4型 XGA（1024×768ドット）対応  TFTカラー液晶 
 最大約1677万色＊5（1024×768、800×600） 

最大約1677万色（1280×1024、1024×768、800×600） 

別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB/720KB＊8） 

          約30GB（Ultra ATA/100） 
    （C:約15GB／D:約15GB（出荷時））＊9 ＊10  

付属 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ   
  PCGA-CRWD1相当＊12 

　  読み出し＊13：最大24倍速（CD- ROM、CD-R）、最大8倍速（DVD-ROM）     
　        書き込み＊14：最大約8倍速（CD-R）、最大約4倍速（CD-RW） 

マジックゲート対応メモリースティックスロット 

TypeⅡ×1、CardBus対応 

AC97準拠、MEGA  BASS（高低音強調）機能、内蔵ステレオスピーカー 

 ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

 S区分0.0016

約 幅259.0mm×高さ27.8mm（最厚部は32.0mm）×奥行194.0mm

約1.26kg（バッテリーパック（L）搭載時） 

バッテリーパック（L）：約3.5～5.5時間／ 
バッテリーパック（LLL）：約8～11.5時間 

   電源ON時/OFF時とも   
      バッテリーパック（L）：約3時間（約85％）、約6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％）  

     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35W（バッテリー充電含まず）  

最大56kbps＊21（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

　 約17mm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、バックボタン付きセンタージョグ 

ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック（L）、テレホンコード（モジュラーケーブル）、  
リカバリーCD、i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD1相当＊12、  

Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ    　 

     本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載＊19 
      （最大通信速度＊17：約11Mbps／通信距離＊18：見通し距離 最長100m／使用周波数帯：2.4GHz帯 
  （2.400GHz～2.474GHz）／無線チャンネル：1～11から選択）（IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合） 

本体に2.4GHzワイヤレスLAN PCカード付属＊19 
（最大通信速度＊17：約11Mbps／通信距離＊18：見通し距離 最長100m／ 
使用周波数帯：2.4GHz帯（2.400GHz～2.474GHz）／無線チャンネル： 

1～11から選択）（IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合） 

本体にBluetooth機能搭載＊19 ＊20 
（最大通信速度：723kbps／通信距離： 

見通し距離 最長100m～10m）（Bluetooth1.1準拠） 

本体にBluetooth機能搭載＊19 ＊20 
（最大通信速度：723kbps／通信距離：見通し距離 最長100m～10m） 

（Bluetooth1.1準拠） 

Intel® 815EMチップセットに内蔵（3Dアクセラレーション対応） 

256MB（128MBオンボード＋128MB）／最大384MB（SDRAM）＊1

Microsoft® Windows® XP Home Edition
低電圧版 

モバイル インテル® Cerelon®プロセッサー 

650MHz
1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ256KB（CPUに内蔵） 

約1.25kg（バッテリーパック（L）搭載時） 

バッテリーパック（L）：約3.5～6時間／ 
バッテリーパック（LLL）：約8～12時間 

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Transmeta CrusoeTMプロセッサー 

TM5800 867MHz

1次キャッシュ128KB／2次キャッシュ512KB（CPU内蔵） 

メモリーバスクロック：最大133MHz

256MB＊3（128MBオンボード＋128MB）／最大384MB＊1  128MB＊3（128MBオンボード）／最大192MB 256MB＊3（128MBオンボード＋128MB）／最大384MB＊1 
マイクロDIMMスロット×1（0） 

8MB（ビデオチップに内蔵） 

6.4型 XGA（1024×768ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊5（1024×768、800×600） 

最大約1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600） 

別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB/720KB＊8） 

約20GB（Ultra ATA/100） 
（C:約10GB／D:約10GB（出荷時））＊9 ＊10

別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ 
（PCGA-CRWD2） 

別売 i.LINK DVD-ROMドライブ 
（PCGA-DVD1/A） 

別売 PCカード対応 CD-ROMドライブ 
（PCGA-CD51/A） 

 

別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ 
（PCGA-CRWD2） 

別売 i.LINK DVD-ROMドライブ 
（PCGA-DVD1/A） 

別売 PCカード対応 CD-ROMドライブ 
（PCGA-CD51/A） 

 

マジックゲート対応メモリースティックスロット 

TypeⅡ×1、CardBus対応 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

S区分0.0015

約 幅184.5mm×高さ30.6mm 
（バッテリー装着部は46.1mm）×奥行139mm
約820g（バッテリーパック（S）搭載時） 

バッテリーパック（S）：約2.5～4時間 

電源ON時/OFF時とも 

バッテリーパック（S）： 
約2時間（約85％）、約2.5時間（約100％） 

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） 

約30W（バッテリー充電含まず） 

約14mmピッチ／キーストローク約1.5mm／84キー、 
ワイドスティック式ポインティング・デバイス、バックボタン付きジョグダイヤル 

ATI Technologies社製 MOBILITYTM RADEONTM-M

●USB＊16×2  
●i.LINK（IEEE1394）端子（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）専用端子×1 
●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）コネクター×1

ACアダプター、バッテリーパック（S）、リカバリーCD

●USB＊16×2 ●i.LINK（IEEE1394）端子（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-sub15ピン）×1 ●モデム用モジュラージャック×1  
●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）コネクター×1 ●ドッキングステーション用端子×1

ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック（L）、テレホンコード（モジュラーケーブル）、リカバリーCD、 
CD-RW/DVDドッキングステーション PCGA-DSM51同等品 

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

Microsoft® Office XP Personal 
プレインストールパッケージ 

   ●USB＊16×1 ●i.LINK（IEEE1394）端子（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 ●モデム用モジュラージャック×1    

    ●ディスプレイアダプター（別売PCGA-DA1S）専用端子×1 
         ●バイオ関連製品専用DCOUT（電源供給）コネクター×1  

●USB＊16（本体×1、ポートリプリケーター×1） ●i.LINK（IEEE1394）端子 
（S400）4ピン×1 ●ステレオヘッドホン出力（MEGA BASS対応）×1  
●マイク入力×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●バイオ関連製品専用 
DC OUT（電源供給）コネクター×1　●ポートリプリケータ専用端子×1

ポートリプリケーター付属●AV出力（NTSC/ PAL対応、ステレオライン入力）×1 
●AV入力（NTSC対応、ステレオライン入力）×1 ●外部ディスプレイ出力 
（VGAタイプ、D-sub15ピン）×1 ●ネットワークコネクター（100BASE-TX/ 

10BASE-T）×1 ●TVアンテナ入力（75Ω）×1

128MBオンボード 
＋128MB256MB（128MBオンボード＋128MB）／最大384MB（SDRAM）＊1＊2 256MB 

オンボード 

i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD1相当＊12、 
Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ 

別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ 
（PCGA-CRWD2） 

別売 i.LINK DVD-ROMドライブ 
（PCGA-DVD1/A） 

別売 PCカード対応 CD-ROMドライブ 
（PCGA-CD51/A） 

 

バイオ 

QR

PCG-QR3S/BP
Microsoft® Windows® XP Home Edition

モバイル インテル® Celeron® プロセッサー 
850MHz

1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵） 
100MHz

Intel® 815EMチップセット 

SODIMMスロット（PC100）×2（0） 

最大11MB＊4（メインメモリーと共有） 

13.3型 XGA（1024×768ドット）対応  TFTカラー液晶 
最大約1677万色＊5（1024×768、800×600） 

最大約1677万色（1280×1024、1024×768、800×600） 

別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB/720KB＊8） 

約30GB（Ultra ATA/100） 
（C:約10GB／D:約20GB（出荷時））＊9 ＊10

内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ 
（固定式＊11） 

　読み出し＊13：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、 
最大8倍速（DVD-ROM） 

　書き込み＊14：最大約8倍速（CD-R、CD-RW） 

マジックゲート対応メモリースティックスロット 

TypeⅢ×1またはTypeⅡ×2、16bit/CardBus対応 

AC97準拠、3Dサウンド機能、ソフトウェアMIDI音源、 
内蔵ステレオスピーカー 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

S区分0.0034

約 幅322mm（464mm）×高さ52mm（62.6mm） 
×奥行256.5mm ※（ ）内はスピーカー装着時。 
約2.7kg（バッテリーパック搭載時） 

約1～2時間 

電源ON時＊26： 
約1.5時間（約85％）、約2.5時間（約100％）／ 

電源OFF時： 
約1時間（約85％）、約2時間（約100％） 

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49W（バッテリー充電含まず） 

最大56kbps＊21（V.90/K56flexTM自動対応）／ 
最大14.4kbps（FAX時） 

約18mmピッチ／キーストローク約3mm／87キー、 
インテリジェントタッチパッド、バックボタン付きジョグダイヤル 

Intel® 815EMチップセットに内蔵（3Dアクセラレーション対応） 

256MB（128MB×2）／最大256MB（SDRAM） 

●USB＊16×2 ●i.LINK（IEEE1394）端子 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  
●外付けスピーカーコネクター×2

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

ステレオスピーカー、USBマウスカバー（別売PCGA-UMS1/A専用）、 
Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ 
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スタイルに合わせて選べる、バイオノートラインアップ。

＊1 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。＊2 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「SUPPORT」ページ、もしくは各メーカーにご確認ください。なお、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。＊3 うち16MBはシステムで使用。＊4 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。＊5 グラ
テムから認識できるドライブ全体容量はPCG-VX9/P・C1MSXは約37.2GB、PCG-R505X/PDは約37.1GB、PCG-QR3S/BP・VX7/BD・R505V/BD・SRX7F/PB・SRX3F/BD・GT3/Kは約27.9GＢ、PCG-U1は約18.6GBになります。＊10 ハードディスクはNTFSでフォーマットして
オニア製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
ます。＊16 USB2.0ハイスピードモードでの動作には対応しておりません。＊17 IEEE802.11b準拠の最大通信速度。通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。＊18 通信間の障害物や電波状況、壁の素材など周囲の環境、使用
り異なります。また、電波環境により通信が切断される場合があります。＊21 V.90とK56flexTMを自動判別して切り換えます（PCG-C1MSX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
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。＊23 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。＊24 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「SUPPORT」機
ません。販売店へご依頼いただくか、またはソニー（株）VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス（有料）をご利用ください。

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。＊6 仮想画面モード。＊7 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。＊8 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。＊9 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシス
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。（PCG-GT3/KはFAT32）＊11 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。＊12 ACアダプター、i.LINKケーブルは付属いたしません。＊13 ソニー製／パイ
いません。＊14 High Speed CD-RWディスクへの書き込みに対応していますが、書き込み速度は最大4倍速となります。＊15 CD-RW8倍速以上の書き込みは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。High Speed非対応ディスクの場合、書き込み速度は最大4倍速となり
するソフトウェア、OSなどにより変化します。＊19 1台のバイオでBluetooth機能とワイヤレスLAN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。＊20 通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどによ
り変動します。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なえません。＊22 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）による標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方法
種別ページで順次ご案内します。＊25 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。＊26 PCG-QR3S/BPに標準搭載のバッテリーの容量は、別売バッテリーパックPCGA-BP71Aの約57％になります。＊27 精密な構造であるため、お客様ご自身での取り付けは行え

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

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

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）

ACアダプター

PCGA-AC16V4
（付属ACアダプターと同等品）

リチャージャブルバッテリーパック

PCGA-BP1U
（付属バッテリーパックと同等品）

増設メモリーモジュール

256MB：
PCGA-MM256T

ACアダプター

PCGA-AC16V1
（付属ACアダプターと同等品）

ACアダプター

PCGA-AC16V3
（付属ACアダプターと同等品）

リチャージャブルバッテリーパック

PCGA-BP2S/HI
（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-BP4S
（付属バッテリーパックの約2倍の容量）

増設メモリーモジュール
256MB：PCGA-MM256T

ACアダプター

PCGA-AC16V3
（付属ACアダプターと同等品）

リチャージャブルバッテリーパック

PCGA-BP2S/HI
（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-BP4S
（付属バッテリーパックの約2倍の容量）

リチャージャブルバッテリーパック
PCGA-BP71A

ACアダプター
PCGA-AC19V
（付属ACアダプターと同等品）

リチャージャブルバッテリーパック

PCGA-BP2R
（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-BP4R
（付属バッテリーパックの約2倍の容量）

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-MM256E
128MB：PCGA-MM128E

増設メモリーモジュール

64MB：
PCGA-MM164

＊27
増設メモリーモジュール

256MB：PCGA-MM256T
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関連製品で、つながる。広がる。

キャリングポーチ

PCGA-CP5R/A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。●おそろいのミニポーチ付き。●最大
外形寸法：約 幅305×高さ260×奥行30mm（ポー
チ）、約 幅140×高さ200×奥行30mm（ミニポーチ）
●質量：約120g（ポーチ）、約50g（ミニポーチ）
※ドッキングステーション装着時にはご使用に
なれません。

キャリングポーチ

PCGA-CP5S/Vオープン価格

●ソフトなウェットスーツ素材で本体を傷から
守ります。●「VAIO」ロゴ入りでカジュアルでお
しゃれなポーチ。●おそろいのミニポーチも付属。
●カラー：バイオレット●外形寸法：約 幅
285×高さ225×奥行30mm（ポーチ）、約 幅
135×高さ180×奥行30mm（ミニポーチ）●質
量：約90g（ポーチ）、約30g（ミニポーチ）

キャリングポーチ

PCGA-CPU1オープン価格
●ウレタンボンディング素材で本体の傷つきを防
止。●おそろいのACアダプター用ポーチも付属。
●最大外形寸法/質量：約 幅230×高さ180mm/
約80g（本体用）、約 幅160×高さ130mm/約45g
（ACアダプター用）●カラー：グレー

キャリングポーチ

PCGA-CPN1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を
傷から守ります。●「VAIO」のロゴ入り。●おそろ
いのミニポーチ付き。●外形寸法：約 幅340×高さ
290×奥行40mm（ポーチ）、約 幅120×高さ180×
奥行30mm（ミニポーチ）●質量：約140g（ポーチ）、
約40g（ミニポーチ）●カラー：ブラック

※PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BPに
は対応しておりません。

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」ロゴを入れた高級感のあるデザイン。
●おそろいのミニポーチ付き。●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-GR5N/BP・GR3N/BPには対応してお
りません。

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

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175×奥行25mm（本体用ポーチ）、
約 幅100×高さ175×奥行25mm（ACアダプター用
ポーチ）●質量：約75g（本体用ポーチ）、約20g
（ACアダプター用ポーチ）●カラー：グレー（H）、
オレンジ（D）、バイオレット（V）、ブラック（B）

キャリングケース

PCGA-CK5Sオープン価格

●型押しの「VAIO」ロゴを入れたスマートなデ
ザイン。●バイオノートSR本体をキズやホコ
リからガード。●外形寸法/質量：幅280×高さ
215×奥行45mm/約220g
※PCG-SRX＊＊専用（＊は任意の英数字）
※リチャージャブルバッテリーパック（LLL）
PCGA-BP4S装着時はご使用になれません。

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120mm●質
量：約635g●色：ブラック●材質：ナイロン

※PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BPに
は対応しておりません。

スマートバッグBX

PCGA-MBB5A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。
●外形寸法：約 幅380×高さ290×奥行
130mm●質量：約1.2kg●色：濃紺

ワイヤレスLANアクセスポイント

PCWA-A500オープン価格
●最大54Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11a
方式を採用。高画質なMPEG2ファイルも転送可能＊。
●Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）端子2個装
備。●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●付属品：
ACアダプター

ワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C500オープン価格
●高速通信が可能なIEEE802.11a方式。ワイヤレスLANアク
セスポイントPCWA-A500と組み合わせて使用。●高感度ア
ンテナをカード本体と一体化。●外形寸法：約 幅119×高さ
5×奥行54mm（アンテナ部高さ10.4mm）●質量：約50g

ワイヤレスLANアクセスポイント

PCWA-A200オープン価格
●縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイ
ン。●Ethernet（10BASE-T）端子×1装備。●ルーター
機能搭載。●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

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
●スタイリッシュなデザイン。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。ルーター機能を省略したブ
リッジ型。●消費電力：6Ｗ ●外形寸法：約 幅
78×高さ122×奥行28mm ●質量：200g
※本製品の使用には、IPアドレスが1個必要とな
ります。※本製品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
ュリティ維持のため、別途ルーターなどを使用
されることをおすすめします。

ワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C150Sオープン価格

●突出部が小さい、スリムデザイン。●ワイヤレスLANアクセ
スポイントPCWA-A220・A200と組み合わせて、PCWA-
C150Sを装着した複数のバイオでネットワーク共有。●外
形寸法 : 幅90×高さ12×奥行54mm●質量 : 約35g

キャリングバッグ

PCGA-MBGT1オープン価格
●バイオGT・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）

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専用キャリン
グバッグ。●外形寸法：約 幅290×高さ170×奥
行110mm●質量：約410g
※LUGGAGE LABEL、PORTERは株式会社 の登

録商標です。

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●質量：約400g

※PCG-R505##（「＃」は任意の英数字）はドッ
キングステーション未装着時のみ対応します。

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 
※PCG-GRX81G/Pに同梱のポートリプリケーターとは異なります。テレビチューナーは内蔵していません。バイオノートGRに
装着してもテレビ録画機能は使用できません。

ポートリプリケーター

PCGA-PRGR1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

Net MD  ベイ ユニット

PCGA-MDN1オープン価格
●エンターテインメントベイでNet MDを楽しめる、音楽用レコーダブルMDドライブ。●MDLP4・MDLP2に対応。●外形寸
法：約幅106×高さ21×奥行141mm

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と同じ構造のキーボードを採用。●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

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。

CD-RW/DVDドッキングステーション

PCGA-DSM51オープン価格
●読み出し：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大8倍速（DVD-ROM）/書き込み：最大16倍速（CD-R）、最大10倍速（CD-
RW）●バッファーアンダーランエラー防止機能搭載●外部接続端子：USB×2、i.LINK×1、ネットワークコネクター×1、プ
リンターポート×1、シリアルポート×1、外部ディスプレイ端子×1 ●外形寸法：幅279.5×高さ18.5（最薄部。後部は
21.5）×奥行235mm（突起部含まず）●質量：約990g ●対象機種：PCG-R505＊＊（「＊」は任意の英数字）
※PCG-R505X/PD・R505V/BDに付属のCD-RW/DVDドッキングステーションと同等品です。※バイオノート505本体からの
電源供給で動作し、ブートも可能。

IC記録メディア「メモリースティック」

MSA-16AN（16MB）オープン価格
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-32AN（32MB）オープン価格
MSG-64AN（64MB）オープン価格
MSG-128A（128MB）オープン価格

＊ 使用する環境によって、転送スピードなどに影響を受ける場合があります。※日本国外では使用できません。屋
外での使用は電波法により禁じられています。2.4GHzワイヤレスLANやBluetooth機能との通信はできません。

※対応OS：Windows® XP Professional/Windows®

XP Home Edition/Windows® 2000 Professional

※対応OS：Windows® XP Professional/Windows®

XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/
Windows® Millennium Edition

●160GB／80GBの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® 6 LE 日本語版」付属。●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）
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows®

Millennium Editionをプリインストールした「バイオ」に対応。※i.LINKケーブルは別売です。※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ハードディスクドライブ

PCVA-HD16（160GB）オープン価格
PCVA-HD08A（80GB）オープン価格

バイオ用カメラ

PCGA-VC2/A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。●付属ソ
フトウェア「キュゼ・トーク」でビジュアル
チャット。●プログレッシブスキャンCCD搭載。
●「Windows Messenger」「NetMeeting」に対
応。●外形寸法：約 幅36×高さ67×奥行
25mm●質量：約45g

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。
●外形寸法 : 幅44×高さ70×奥行14mm（本体、
突起物含まず）●質量：約40g（本体、電池含まず）

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）

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）で接続すれ
ば、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：「WinDVDTM」〈ドルビー
ヘッドホン対応〉●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）
※DVDビデオを再生する場合、OSはWindows® XP
Professional/Windows® XP HomeEditionがプリインス
トールされていることが必要です。

i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ

PCGA-CRWD2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。●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）で接続すれ
ば、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
。●付属ソフトウェア：「Drag'n

Drop CD」「WinDVDTM」（ドルビーヘッドホン対応）●読
み出し：最大約24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大約12
倍速（CD-RW）、最大約8倍速（DVD-ROM）●書き込
み：最大約24倍速（CD-R）、最大約10倍速（CD-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154（最大突起部含む）●質量：
約410g（本体のみ）
※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。※High Speed CD-RWディスクへの書き込みに
対応しております。※Windows® XP Professional/Windows®

XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows®

Millennium Editionをプリインストールした「バイオ」に対応。

＊1 PCG-VX＃＃、PCG-R505＃＃・R505V＃＃・R505S＃＃・R505J＃＃、PCG-SRX＃＃、PCG-C1M＃＃、PCG-U1（「＃」は任
意の英数字） ＊2 PCG-VX＃＃、PCG-R505＃＃、PCG-SRX＃＃、PCG-C1M＃＃、PCG-U1（「＃」は任意の英数字）※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/パイオニア製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。

USBフロッピーディスクドライブ

PCGA-UFD5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マウス

PCGA-UMS1/Aオープン価格

●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。

動画も静止画も高画質。
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-TRV27オープン価格
●外形寸法：約 幅76×高さ93×奥行163mm
（最大突起部含まず）●質量：約660g

※本機を使用するには、別売のアクセサリーキッ
トACCKIT-QMM5 希望小売価格29,000円（税
別）が必要です。

コンパクトボディで高画質。
“メモリースティック”デジタルスチルカメラ

DSC-P9オープン価格
●有効400万画素の高画質。コンパクトなボディ。
●質量：205.5g●外形寸法：約 幅114×高さ
51.5×奥行35.8mm

USB接続で音楽をMDに録音。
Net MD規格対応レコーディングMDウォークマン

MZ-N1オープン価格
●パソコンとMD機器を接続するインターフェース規
格「Net MD」に対応。著作権保護された音楽データを
手軽に録音／再生可能。●充電はもちろん、置くだけ
でパソコンと接続できる「USBクレードル」付属。

音楽を外へ連れ出す。
ネットワークウォークマン

NW-MS9オープン価格
●付属の著作権保護対応「マジックゲート メ
モリースティック」に最長約120分の音楽デー
タを記録（66kbpsモード）。●付属充電池で約
10時間連続再生。

プリントが楽しめる。
カラーインクジェットプリンター

MPR-505オープン価格
●バイオにマッチするオリジナルカラー。●2400×1200dpiの
高解像度。●双方向印刷システムなどによる高速印字。
●外形寸法＊：約 幅384×高さ200×奥行269mm●質量：約
3.8kg（本体のみ）＊用紙サポートと排紙トレーを外した状態。
※プリンタードライバーは本製品付属のCD-ROMからインストール。
※バイオノートNV、バイオノートFXにはドライバーがプリインストール。

PCG-GR5N/BP
PCG-GR3N/BP

PCG-GRX81G/P
PCG-GRX71
PCG-GRX51/BP

◎IEEE 802.11b（2.4GHz帯）方式

◎ IEEE 802.11a（5GHz帯）方式
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CVTP-1 Printed in Japan.（84994958）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

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、AMD
Duron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。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は、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米

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：

●本カタログ掲載機種はすべて緩衝材に100％紙系材料を使用しています。●PCG-GRX81G/P・GRX71・GRX51/BP、バイオノートNV、バイオQR、
バイオノートVX、バイオノート505、バイオノートSR、バイオGT、バイオC1、バイオUでは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。●PCG-GR5N/BP・GR3N/BP、バイオノートFXではキャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。●バイオQR、バイオノー
トVX、バイオノート505、バイオノートSR、バイオC1、バイオUでは外箱の表層に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。●バイオノートNV、バイオUではリカバリーCDの箱には、100%雑誌古紙再生紙と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。●バイオQR、バイオノート505では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。
※eco infoは、ソニ－の環境配慮内容についての説明マークです。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると
判断します。

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。

ホームネットワークを介した音楽・ビデオ・静止画の再生/表示についてのご注意
一般的なご注意 ●本機能は、ネットワーク上の同一サブネットに接続されている複数のバイオ同士でのみ可能です。●本機能を有効にするには、サーバー側のバイオ上で、サーバー機能の開始設定が必要です。●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サー
バー機能を有効にすると、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。サーバー機能の有効時には家庭外のネットワークに接続しないか、ルーターやファイアーウォールを使用し適切な
設定を行って接続して下さい。●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。 プレーヤーのインストールに関するご注意 ●「VAIOメディア・ランチャー」をプリインストールするバイオは、「VAIOメディア・ランチャー」と各プレーヤー のインストーラーをハードディスク内に備えており、これにより、他のバイオに各ソフトウェアをインストールする
ことができます。●「VAIOメディア・ランチャー（Photo Viewerを含む）」、「SonicStage Player」の動作環境：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを搭載したバイオ。●「PicoPlayer」の動作環境：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、
Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、およびWindows® 98 Second Editionを搭載したバイオ。その他のPC/AT互換機では、DirectX 6.0以上およびWindows Media Player 6.4以上が必要です。●DVD再生機能を持たない機種など、一部のバイオでは
「PicoPlayer」でMPEG2形式の映像を再生することはできません。これらの機種でMPEG2形式の映像が再生できる「PicoPlayer Premium」を、VAIOホームページ内「UPGRADE AREA」で有償にてご提供しています。 ワイヤレスLANのご利用に関するご注意●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、使用環境によっては、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。この場合は、ワイヤレスLAN製
品を近づけるなど配置を変えてください。またアクセスポイントを介さずに2台を直接接続するか、IEEE802.11a（5GHz）方式のワイヤレスLAN製品を使用す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。

「バイオノートGR」「バイオC1」のテレビ機能に関するご注意
●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 LE」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 LE」は、一部のバイオに搭載の「Giga Pocket」とは機能が異なります。「Giga Pocket」の備えるリモート予約/サーバー機能などは備えておりません。詳しくはVAIO
ホームページ内の「バイオノートGR」「バイオC1」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
●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。本機の取り扱いには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映像はハードディスクへ録画することはできません。●「DVgate Ver.2.5」および「MovieShaker Ver.3.3」は、現在ソニーが2002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。また、本機の「MovieShaker Ver.3.3」では、同日までにソニーが日本国内で発
売した家庭用MICROMV機器（ツーリストモデルは除く）との接続動作も確認しています＊。●「DVgate」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。1）ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。 2）その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。3）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ハードディスクドライブPCVA-HD16・HD08A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。＊PCG-GT3/Kは除く。

「SonicStage for VAIO」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、同時に最大3台までの「OpenMG」対応外部機器/メディア（Net MD対応機器を含む）へ転送（チェックアウト）でき、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台」が当てはまらない場合があります。●「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、各製品にCD-ROMで付属もしくはダウンロード提供される対応
ドライバー/プラグインのインストールが必要です。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームページをご確認ください。●本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1.＊（＊は任意の英数字）」を上書きインストールしないでください。
※　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。

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。

CD-RWについてのご注意
●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。●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。

DVDビデオ再生についてのご注意
●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。●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。

「URecSight」ご使用上のご注意
●「パーキャスTV」によるインターネット放送は、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 8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、個人インターネット放送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。

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。最新情報をバイ
オホームページ内「SUPPORT」（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Bluetooth機能搭載携帯電話（au C413S）、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。

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。●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。


