
※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画面はハメコミ合成です。※商品の外観・仕様は実際のものとは異なる場合があります。※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

●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。
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パーソナルエンターテインメントオーガナイザー

PEG-T650C

21万７千語、Palm OS®最大級の統合辞書を付属。 さらにスマートに進化したモバイル性能。

パーソナルエンターテインメントオーガナイザー

PEG-T650C
オープン価格 10月19日発売予定
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ワイヤレス＊でインターネット＆メール

＊別売の通信アダプターPEGA-CF61と
コンパクトフラッシュTMタイプの通信カードが必要です。

MicrosoftRWord、Excelと連携

薄さ約12.5mm、アルミボディ

「Palm OSR」とは、世界最大のシェアを持つPDAの標準OS。とっさに使える素早い起動や文字入力の軽快さなど、アウト

ドアでの利便性を深く追求。快適なモバイルライフを実現します。またパソコンとのスマートな連携もその特徴の一つです。

モバイル環境での使いやすさを追求した
「Palm OSR」搭載。

◎三省堂『デイリーコンサイス英和辞典（約7万７千
語』、『デイリーコンサイス和英辞典（約７万語）』、
『デイリーコンサイス国語辞典（約７万語）』を
32MB「メモリースティック」に収録。

◎英和・和英・国語の辞書プラス、成句辞書を
自在に組み合わせた検索が可能。

◎英語のことわざや、熟語なども検索できる。

◎語釈の解説文にある言葉を選択し、その言葉の意味を調べられる再検
索機能。

◎薄さ約12.5mm、軽さ約140gの軽量薄型アルミボディ。

◎ 65,536色表示可能な320×320ドットハイレゾリュー
ションカラー液晶搭載。

◎多彩なワイヤレス接続＊1に対応。

◎一度の充電で通常使用＊210日間。

◎音楽再生も手軽に楽しめる。

◎デジカメなどの機能を追加する「メモリースティック」拡張モジュール対応。

◎多彩な機能を快適に操れる「ジョグダイヤル」＆「BACKボタン」。

限定発売
品切れの際はご容赦ください。

＊1  別売の通信アダプターPEGA-CF61とコンパクトフラッシュタイプの通信カードが必要です。
＊2  一日30分間使用時の目安です。また、使用可能時間は使用状況や設定などにより異なる場合があります。

65,536色の鮮明表示を実現。

『このソフトウェアは株式会社日本トラストテクノロジーの商品です。サポートに関するお問い合

わせは株式会社日本トラストテクノロジーへお願いします。〒110-0005東京都台東区上野

3-3-4 JTTビル ホームページ http://www.jtt.ne.jp/  e-mail support@jtt.ne.jp』



ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

◎ソニー商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
お客様ご相談センター
ナビダイヤル 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。）

●携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
●受付時間　月～金 9:00～20:00  土・日・祝日9:00～17:00

お買い求めは信用ある当店へ

2002.10
カタログ記載内容2002年10月現在

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

CWTP-1   Printed in Japan.   （84991162）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。

＊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
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

■カメラモジュール：「クリエ」にデジタルカメラ機能をプラス。

10万画素CMOSイメージセンサーを搭載。レンズ部が回転するの

で自分撮りも可能です。

■GPSモジュール：「Navin' You Pocket」のデジタルマップ上に

現在位置や目的地の方向、距離などを表示。「クリエ」を手の

ひら簡易ナビゲーションシステムとして利用できます。

http://www.sony.co.jp/CLIE/クリエホームページ

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

●MEMORY STICKおよび「メモリースティック」、「マジックゲートメモリースティック」、「メモリースティック」のロゴは

ソニー株式会社の商標です。●「クリエ」および「クリエ」ロゴはソニー株式会社の商標です。●Palm OS、

Graffiti、HotSyncはPalm,Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における登録商標です。また、Palm、Palm

OS、Palm Desktop、HotSync のロゴは、Palm,Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標です。
●Intel Insideロゴ、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイ

クロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●QuickTime,QuickTimeのロゴは、

Apple Computer,inc.の商標です。●ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。●Xiino（ジーノ）は株

式会社イリンクスの登録商標です。●gMovieはgeneric media,Inc.の商標です。●Documents To GoRは米国

DataViz, Inc.の商標もしくは登録商標です。●Intellisyncは米国Pumatech,Inc.の米国およびその他の国におけ

る商標もしくは登録商標です。●「デイリーコンサイス」は三省堂の登録商標です。●コンパクトフラッシュはサンディ

スク社の商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商

標あるいは商標です。なお、本文中ではTM、Rマークは明記していません。

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、キャビネットや液晶を破損した。

液晶画面についてのご注意 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。

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き、
販売店にご相談ください。a

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。

■PEG-T650C（本体部）の主な仕様
●OS：日本語版Palm OSR Ver.4.1 ●CPU：Super Dragonball VZ 66MHz ●メモリー（DRAM/ROM）：16MB/8MB
（フラッシュ）●インターフェース：USB、赤外線、メモリースティックスロット ●LCD表示装置＊2：バックライト搭載TFTカラー液晶デ
ィスプレイ ●表示解像度（表示色）：320×320ドット（65,536色）●外形寸法：約幅71.8×高さ118.0×奥行12.5mm ●質量：約
140g ●主な付属品：USBクレードル、スタイラス、ACアダプター、インストールCD-ROM、ステレオヘッドホン、ソフトカバー、32MBメモ
リースティック（辞書ソフト記録）●電源：内蔵型リチウムイオンポリマー充電池 ●使用可能時間：通常使用時約10日間＊3

＊1 ユーザー使用可能領域は15MB。＊2 画面の明るさは外部の光量により異なります。＊3 1日30分使用時のめやすです。また、使用状況および設定など
により異なる場合があります。また、完全放電したまま放置しておくとユーザー使用可能領域が消去されます。

■PEG-T650Cの付属ソフトウェア
●PIM（Personal Information Manager）：アドレス帳、予定表、To Do、メモ帳、電卓、CLIE Palm Desktop＊

●音楽再生：Audio Player ●音楽著作権保護技術「OpenMG」対応・圧縮音楽管理・再生ソフ ト：
SonicStage LE＊●日本語入力：ATOK ●Webブラウザー：Xiino Ver.2.0SＪ●Web巡回ソフト：Xiino Cruiser
Ver.2.0J＊ ●動画・表示／再生ソフト：gMovie ●メールソフト：CLIE Mail Ver.1.3、CLIE Mail Conduit ＊、メール
（Palm OSR標準搭載）●画像ビューワー：PictureGear Pocket Ver.2.2、PhotoStand Ver.1.3 ●動画再生：
QuickTime5＊ ●画像ファイルマネージメント：PictureGear 4.5 Lite＊ ●テレビ番組表ビューワー：TVscape  ●TV
番組情報同期プラグイン：TVscape Conduit＊ ●地図ビューワー：Navin' You Pocket  ●地図切り出し：
MapCutter＊ ●サンプル地図データ：Navin' You Pocket 専用マップサンプル版＊ ●ペイント：CLIE Paint
Ver.1.1 ●ワープロ・表計算：Documents To GoR Ver.4.0 Standard Edition ●辞書：英和／和英辞書●アラー
ム機能付き世界時計：World Alarm Clock ●マルチリモコン：CLIE Remote Commander Ver.1.2 ●ユーティリ
ティー：Net設定 Ver.1.1、ISP新規加入 Ver.4.0、CLIEインターネット設定Ver.1.1＊、Sound Utility Ver.1.1、
Sound Converter＊、Memory Stick Gate、Memory Stick Import 、Memory Stick Export Ver.1.2＊、Memory Stick
Autorun、Memory Stick Backup、Intellisync Lite for Sony CLIE
＊WindowsR版（WindowsR 98 Second Edition / WindowsR Millennium Edition / WindowsR 2000 Professional  /  WindowsR XP ）

プライベートで、ビジネスで、個人情報をスマートに管理

さらに広がった、手のひらエンターテインメント

新しい楽しみをプラス、クリエ専用「メモリースティック」拡張モジュール

スリムなボディに、毎日スマートに使える多彩な楽しみと便利さを搭載。

■パソコン動作環境
●適応パソコン：IBM PC/AT互換機 ●対応OS＊：MicrosoftR WindowsR 98 Second Edition/WindowsR Millennium Edition/WindowsR

2000 Professional/WindowsR XP（日本語版標準インストール）●MMXテクノロジーPentiumR 233MHz相当以上（PentiumRⅢ
450MHz以上推奨）●RAM：64MB以上（WindowsR XP使用時は128MB以上推奨）●HDD：150MB以上の空き容量（350MB以
上推奨）●接続ポート：USBポート●ドライブ：CD-ROMドライブ●ディスプレイ：ハイカラー以上（800×600ピクセル以上推奨）

＊Macintoshには対応しておりません。またアップグレード環境およびお客様ご自身の自作パソコンなどでの動作は保証しません。

アドレス帳、予定表、To Do、メモ帳など、多彩な個人情報を高

解像度フォントの見やすい画面と「ジョグダイヤル」&「BACKボタ

ン」の快適操作で管理。「HotSyncR」でパソコンとのデータのやり

取りもスピーディー。WordやExcel形式のファイルの持ち出し、編

集も可能になったほか、便利に使える時計機能も搭載しています。

■MicrosoftR Word、Excelと連携：ビジネスシーンで普及しているWordやExcel形式な

どのファイルを「クリエ」で閲覧、編集できる「Documents To GoR Ver.4.0 Standard

Edition」を搭載。編集した内容は、パソコン上の元のファイルに同期させることも可能です。

※PowerPointRファイルの閲覧機能は含まれません。

■アラーム機能付き世界時計：現地+3地域、最大４地域の世界主要都市の時刻を見やすく同時

表示。設定した時刻をアラーム音やバイブレーション、LEDで知らせるアラーム機能も装備。アラー

ム時刻は最大５つまで設定でき、毎日や曜日ごとのくり返し設定も可能です。また、アラ－ム音はお

好みのサウンドに変更できます。

320×320ドットハイレゾ液晶画面で、スライドショーを楽しんだり、動画再生したり。

音楽もいつでも持ち歩き、手軽にリスニング。手のひらからできる楽しみが広がりました。

■音楽再生機能：パソコンで形式変換した音楽データを、「マジック

ゲートメモリースティック」に記録し取り込めば、「クリエ」で手軽に音楽再生

が楽しめます。他社製ソフトで変換したMP3ファイルにも対応します。

■快適操作のデジタルマップ：「Navin' You Pocket」は、シームレスな

ズーム機能や豊富な検索機能、ジョグダイヤル対応など、多彩な機能

を搭載。デジタルマップを便利に活用できます。また、ソニーの「メモリー

スティック」対応カーナビゲーションとの位置情報の交換も可能です。

■「クリエ」でお絵かき：「CLIE Paint」により、スタイラスを使って静止

画などにお絵描きが楽しめます。スプレー、スタンプなどの楽しいツール

も豊富に用意しました。

カメラモジュール

PEGA-MSC1
オープン価格＊

GPSモジュール

PEGA-MSG1
オープン価格＊

＊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。

鮮明な高解像度表示対応のWebブラウザー「Xiino」、

画像・ファイル添付もできる「CLIE Mail」を搭載。手

のひらからインターネット＆メールの楽しみが広がります。

■ワイヤレスでネット接続を可能にする通信アダプター：

「クリエ」に通信カードを装着できる通信アダプタ－を用意。

コンパクトフラッシュTMタイプの通信カードを使って、手のひ

らからワイヤレスでダイレクトにネットワーク接続が可能です。

通信アダプターをつなぎ、スマートにインターネット＆メール

通信アダプター

PEGA-CF61  オープン価格＊

＊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。

［装着例］

※別途地図データを購入する必要があります。

「メモリースティック」スロットに装着するだけで、手軽に機能拡張ができる「メモリー

スティック」拡張モジュール。「クリエ」でのモバイル生活がさらに広がります。

※最新版のドライバが必要になります。クリエホームページ

「機種ごとのサポート情報」http://www.nccl.sony.co.jp/からダウンロードしてご利用下さい。


