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つながる、選べる、
ソニーの

ワイヤレスLAN。



楽しみにあわせて
選べるから。

映像や音楽を楽しむなら

楽しみや目的にあわせてタイプが選べる。

たとえば楽しみ方や使う場所、

きっと人それぞれのワイヤレスLAN生活があるから。

きちんと選択できるラインアップを大切にしました。

ぴったりのスタイル、選べるのはソニーのワイヤレスＬＡＮです。

2.4GHz/5GHz対応ワイヤレスLAN製品

2.4GHz帯に加え、5GHz帯を使って通信すれば電波干渉も少ないため、

映像・音声といった大容量データも、より安定して送受信が可能です。

ワイヤレスLAN環境には、インターネット回線とつなぐ親機（アクセスポイント）、

そしてパソコンにつなぐ子機（クライアント製品）が必要です。親機を通じて

インターネットにアクセスするほか、パソコン同士のやりとりも親機が中継役と

なります。子機の数が増えても＊、親機は1台でOKです。

＊最大接続台数は16台以下を推奨しています。

メールやインターネットを楽しむなら

2.4GHz対応ワイヤレスLAN製品

2.4GHz帯を使った通信では、他からの電波干渉を受けるものの、公衆無

線サービスなどを利用してメールやインターネットを楽しんだりと、手軽に

ネットワークを活用することができます。

デスクトップパソコンやAV機器で使う

使い方や環境にあわせて子機（クライアント製品）が選べる。

コンバーターがおすすめ

お使いのデスクトップパソコンやAV機器＊でワイヤレス通信を楽しむには、

アクセスポイント（親機）とコンバーター（子機）の組み合わせが最適。アン

テナ部だけを電波状況のよいポイントへレイアウトできます（P4参照）。
＊ソニーの〈コクーン〉、｢プレイステーション 2」など、ネットワーク（LAN）コネクターを装備しているAV機器。

ノートパソコンを家でも外でも使う

ワイヤレスLAN PCカードがおすすめ

お使いのノートパソコンでワイヤレス通信を楽しむにはアクセスポイント

（親機）とワイヤレスLAN PCカード（子機）の組み合わせが最適です。家中

好きな場所に持ち出して楽しめます。

各モデルの詳細はP6・7へ。s

インターネット回線へ 

ADSLモデム 

親機 

子機 子機 
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ワイヤレスLANは親機と子機の準備から。

＊



アンテナ部を自由にレイアウト。

し
っ
か
り
つ
な
が
る

微弱な電波もしっかりキャッチ。

高感度ダイバーシティーアンテナを採用。わずかな電波もキャッ

チし、家中のより広い範囲で通信できます。

高画質な映像を専用モードで安定再生。

高画質な映像や音楽を安定して送受信できる「ストリーミング

モード」に対応。快適な動画通信を実現します。
※PCWA-C300S・C800Sに付属のソフトウェア「ワイヤレスパネル」の機能です。

ケーブル長 2.5m

スイッチひとつでセットアップ。

手
軽
に
設
定

気
配
り
設
計

パソコンなしで設定ができる

「簡単セットアップスイッチ」を

装備。親機と子機をつないで

スイッチを押すだけで、相互通

信に必要な情報がコピーされ、

設定が完了します。
※PCWA-AR800・AR300・A320・DE80・DE30に装備。

本体から出るアンテナ部をスリムに。

ワイヤレスLAN PCカードはソ

ニー独自のスリムなデザインを

採用。パソコン本体のPCカー

ドスロットに差した際、すっきり

と収まります。

電源スイッチ付きのACアダプター。

ACアダプターには電源スイッチを装備。手軽に電源をオフに

でき、節電も考慮しています。※PCWA-AR800・AR300に装備。

セッティングや設定が心配なお

客様のために、訪問サポートサ

ービスをご用意。ソニーのスタ

ッフが直接ご自宅にお伺いし、

さまざまなお手伝いをします。

自宅で設定をお手伝い。訪問サポートサービス。

ワイヤレス通信におけるセキュリティーとして広く使われているWEP（64/128ビ

ット）への対応はもちろん、ワイヤレスLANの業界団体Wi-Fi Allianceが定め

た最新セキュリティー技術であるWPAにも対応しているので、安心してお使いい

ただけます。また、米アセロス・コミュニケーションズ社が開発した最新技術Super

A/GTM技術の採用により、いっそうのワイヤレス通信高速化を実現します。
※WPA及びSuper A/G対応は一部の機種です。詳細はP6・7でご確認ください。

最新技術で、セキュリティー強化や速度の向上も。

アンテナ部は壁掛け
も可能。障害物の少
ない高い場所から送
受信できます。

最適な通信環境を優先したアンテナ部と本体の別ユニット構

成。電波状況にあわせてアンテナ部

を自由にレイアウト

できます。
※PCWA-C800S・C300S除く

※訪問料（8,000円）および消費税別途。なお、上記は2003年10月現
在の料金であり、変更になる場合があります。※離島など一部地域では
サービス適用外とさせていただく場合があります。※その他のメニューや
お申し込み方法など、本サービスについて詳しくは、下記ホームページを
ご覧ください。http://www.sony.co.jp/css/

●ワイヤレスLAN インターネット設定‥‥‥ 6,000円
●ルームリンク設置‥7,000円（有線）／9,000円（無線）
●ルームリンク使用方法ご説明‥5,000円（1時間まで）

メニュー例
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もっと快適に
使いたいから。
しっかりとつながること、手軽にはじめられること。

ソニーのこだわりが、いろんなアイデアを生みました。

ケーブルレスの快適の基準、

変えるのはソニーのワイヤレスLANです。

各モデルの詳細はP6・7へ。s



2.4GHz/5GHz両対応（IEEE802.11a/b/g） 2.4GHz対応（IEEE802.11b/g）

親 機 親 機親 機

子 機 子 機

2.4GHz/5GHzワイヤレスLANコンバーター

PCWA-DE80オープン価格新発売
●外形寸法：約幅98×高さ98×奥行33mm
（ワイヤレスユニット）、約幅110×高さ25×
奥行70mm（パワーユニット）●ケーブル長：
2.5m（ワイヤレスユニット）●64/128ビット
WEP対応。●Super A/GTM対応＊2

ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C800Sオープン価格新発売
●外形寸法：約幅54×高さ5（アンテナ部最
大厚14mm）×奥行91mm●対応OS：
WindowsR XP Professional/XP Home
Edition/2000 Professional●WPA、64/128
ビットWEP対応。●動画通信を快適にサ
ポートするストリーミングモード対応の「ワイ
ヤレスパネル」を付属。●Super A/GTM対応＊2

2.4GHzワイヤレスLANコンバーター

PCWA-DE30オープン価格
●外形寸法：約幅98×高さ98×奥行33mm
（ワイヤレスユニット）、約幅110×高さ25×
奥行70mm（パワーユニット）●ケーブル長：
2.5m（ワイヤレスユニット）●64/128ビット
WEP対応。

ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

2.4GHzワイヤレスブロードバンドルーター

PCWA-AR300オープン価格
●外形寸法：約幅98×高さ98×奥行33mm
（ワイヤレスユニット）、約幅200×高さ69×奥
行32mm（ルーターユニット）●ケーブル長：
2.5m（ワイヤレスユニット）●WPA、64/128
ビットWEP対応。●ルーター機能：ダイナミ
ックパケットフィルタリング機能、UPnP対
応、VPNマルチパススルー●最大接続台数
16台以下推奨。

●ルーター機能付き

2.4GHzワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C300Sオープン価格
●外形寸法：約幅54×高さ5（アンテナ部最大
厚14mm）×奥行91mm●対応OS：WindowsR

XP Professional/XP Home Edition/2000
Professional/Me●WPA、64/128ビットWEP
対応。●動画通信を快適にサポートするスト
リーミングモード対応の「ワイヤレスパネル」
を付属。

ソニー ワイヤレスLAN 製品ラインアップ

ネットワーク（LAN）コネクター＊1

（100BASE-TX/10BASE-T） ×4

ネットワーク（WAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイント

PCWA-A320オープン価格
●外形寸法：約幅98×高さ98×奥行33mm
（ワイヤレスユニット）、約幅110×高さ25×奥
行70mm（パワーユニット）●ケーブル長：
2.5m（ワイヤレスユニット）●WPA、64/128
ビットWEP対応。●最大接続台数 16台以
下推奨。

●ルーター機能なし

ネットワーク（LAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

2.4GHz/5GHzワイヤレスブロードバンドルーター

PCWA-AR800 オープン価格 新発売
●外形寸法：約幅98×高さ98×奥行33mm（ワイ
ヤレスユニット）、約幅200×高さ69×奥行32mm
（ルーターユニット）●ケーブル長：2.5m（ワイヤレ
スユニット）●WPA、64/128ビットWEP対応。●
ルーター機能：ダイナミックパケットフィルタリング
機能、UPnP対応、VPNマルチパススルー●最大
接続台数16台以下推奨。●Super A/GTM対応＊2

※2.4GHz/5GHzは切り替えて使います。

ネットワーク（LAN）コネクター＊1

（100BASE-TX/10BASE-T） ×4

ネットワーク（WAN）コネクター
（100BASE-TX/10BASE-T） ×1

●ルーター機能付き

●ネットワーク（LAN）コネクター型 ●PCカード型●ネットワーク（LAN）コネクター型 ●PCカード型
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＊1 ネットワーク（LAN）コネクター×4のうち2ポートはワイヤレスユニット用給電対応。＊2ソフトウェアのアップデートにて対応予定。詳しくは VAIO ホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）でご案内予定です。※IEEE802.11g方式は、干渉電波（電子レンジなど）の影響を受けやすい
上に、IEEE802.11bと同時に使用すると伝送速度が約半分になります。※PCWA-A320の使用には、IPアドレスが1つ必要となります。※PCWA       -A320はルーター機能を含まないブリッジ製品です。インターネット接続にはセキュリティー確保のため、別途ルーターなどを使用されることを推
奨します。※PCWA-DE80・DE30はイーサーネットハブには接続できません。バイオまたはルームリンクなどのネットワークコネクターに接続して のみ使用できます。※PCWA-C800S・C300Sは、PCカードスロットの周辺の形状により装着できない機種があります。詳しくはVAIOホームペー
ジ内「サポート」（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）をご覧ください。※ワイヤレスLANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。詳細につい ては http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.htmlをご覧下さい。※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。

子 機 子 機



ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

〒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
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カタログ記載内容2003年11月現在

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、改造をしないでください。●本製品は国内専用です。商品使

用上のご注意 ●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。●〈コクーン〉は、ソニー株式会社の登録商標です。●

“PlayStation”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。●｢プレイステーション 2｣は株式会社ソ

ニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●Super A/Gは、米国アセロス・コミ

ュニケーションズの米国およびその他の国における登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーション

の米国及びその他の国における登録商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メー

カーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、s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。●当社は、このワイヤレスLAN製品の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

●本製品は個人用・家庭用です。

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

バイオなら、ワイヤレスLAN経由でテレビとつながる。

●ネットワーク（LAN）コネクター（100BASE-TX）×1、Sビデオ
出力/ビデオ出力/光デジタル音声出力/ステレオ音声出力×
各1●外形寸法：約幅29（スタンド脚部 幅60mm）×高さ
141×奥行155mm●質量：約600g（本体）、約50g（スタンド）
●対応機種：WindowsR XP Professional/ WindowsR XP
Home Editonを搭載したバイオ（WindowsR XP アップグレ
ードプログラムを使用してアップグレードした機種を含む）
※ビデオ再生・テレビ録画の機能は、「Giga Pocket」搭載バイオのみ可能。
なお、機種によっては一部機能に制限事項等が生じる場合があります。最新
情報はVAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp）にてご確認ください。
※2.4GHz帯（IEEE802.11g)での接続では他の電波からの干渉を受けやす
いため、再生画像が乱れたり、音声が途切れる場合があります。※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。

ネットワークメディア
レシーバー「ルームリンク」
PCNA-MR1 オープン価格

バイオとワイヤレスLANを組み合わせれば、楽しみがさらに発展。ネット

ワークメディアレシーバー「ルームリンク」を使って、バイオに録りためたAV

コンテンツを離れたテレビで再生できます。家族の集まるリビングで、くつ

ろげる寝室で、録画したテレビ番組や音楽、写真をいつでも楽しめます。

インターネット回線へ 

ADSLモデム 

ワイヤレスLAN 
アクセスポイント 

ワイヤレス 
LAN 
PCカード 

ワイヤレス 
LAN 
PCカード 

ワイヤレスLAN 
コンバーター 

「ルームリンク」 

バイオ バイオ 

テレビ 

と
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※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
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

ソニーのワイヤレスLAN 製品ホームページ http://www.sony.co.jp/Wireless/

詳しくはこちらをご覧ください。


