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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

「クリエ」総合カタログ
PEG-NZ90／NX70V／NX60／TG50／SJ33

「クリエ」ではじめよう、新しいモバイルライフ。

手 帳 型 ネット ワ ー ク

h t t p : / / w w w. s o n y. j p / C L I E /
●本カタログに記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。

http://www.sony.jp/CLIE/

情 報 も 、 音 楽 や 映 像 も 、「 ク リ エ 」で 連 れ 出 す 。 ネ ッ ト ワ ー ク す る 。
Audio &
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Network

自宅で、オフィスで、外出先で。

静止画や動画を撮る・見るから、

インターネットやメールを高度に利用する。

音楽、ゲーム、読書などを自由に手軽に楽しめる。

多彩なワイヤレス通信機能で、ネットワーク接続は

画像を加工・編集したり、さまざまに活用したり、

さらに、WordやExcelなどのビジネスデータを

パーソナルな情報も上手に記録・整理する。

「クリエ」のAVエンターテインメントは、

よりスマートに。インターネットやメールも

さらに高品質に広がります。

いっそう快適に実現します。

持ち出して閲覧する。パソコンとの連携で、
「クリエ」は、ビジネスシーンでも活躍します。

いろいろな情報や楽しみを、
「クリエ」は、いつでも一緒に連れ出せます。

PEG-SJ33
PEG-NZ90
PEG-TG50
PEG-NX60

PEG-NX70V

ニューライン アップ から、自 分 に 似 合う「 クリエ 」と 出 かけよう。

NZ
>>

P06

200万画素CCD「回転カメラ」搭載。
全身、ブロードバンド・モバイルの高性能。
次世代のクオリティーを結集した
先進の「クリエ」NZ。
パーソナル エンターテインメント オーガナイザー

PEG-NZ90 オープン価格
「回転カメラ」搭載モデル
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新発売

NX
>>

P10

＊
31万画素「回転カメラ」
で撮る。ワイヤレスでつなぐ。

美しい映像を映すたて型ワイド画面で、
使いやすさも魅力の「クリエ」NXシリーズ。
＊PEG-NX70Vに搭載。

パーソナル エンターテインメント オーガナイザー

PEG-NX70V オープン価格
PEG-NX60 オープン価格

「回転カメラ」搭載モデル

TG

>>

P14

ハードウェアキーボード、
BluetoothTM機能搭載。
スマートに携帯できる薄型ボディで、
ビジネスにもアクティブに使える
「クリエ」TG。
パーソナル エンターテインメント オーガナイザー

PEG-TG50 オープン価格

新発売

SJ

>>

P18

ゲームや音楽を楽しむ。情報を使いこなす。
カジュアルなデザインと
ロングバッテリーライフで毎日をもっと
楽しくする、ニュースタイル「クリエ」SJ。
パーソナル エンターテインメント オーガナイザー

PEG-SJ33 オープン価格

新発売

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
※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。
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http://www.sony.jp/CLIE/

つ な が る 。 広 が る 。 新 し い ネ ット ワ ー ク の 楽 し み が 生 ま れ る 。

Wireless Network

Audio & Visual Network

ワイヤレスで、さまざまにつながる。広がる。

映像を音楽の楽しみを、
「クリエ」で広げる。

通信カード（別売）
を利用して、好きな場所でインターネット＆メール。

撮った写真にペイントする。アルバム編集したり、

オフィスで、外出先で、モバイルの楽しみが大きくなる。

フォトスタンドで飾る。撮った後にも、多彩な楽しみが広がる。

パソコンとBluetoothTMでつないで、データ交換する。

撮った写真を「クリエ」で見る。テレビ＊1に映す。

スマートな連携で、多彩なデータ共有がさらに手軽に。

さらに、ネット公開してビジュアル・コミュニケーションを楽しむ＊2。

ワイヤレスLANカード
（別売）
を使って、オフィスで、

「クリエ」をプリンターにつないで、撮った写真を直接印刷＊1。

ネットワーク接続＊。ビジネスの情報活用がさらに充実。

撮った動画を、
「クリエ」の画面で楽しむ。

＊PEG-NZ90／NX70V／NX60で可能。

迫力の横長全画面再生＊3が、音声付きで楽しめる。
ワイヤレスLAN環境のあるカフェ＊や空港で、ネットワークアクセス。

テレビ番組も「メモリースティック」に記録して、

毎日のさまざまなシーンで、楽しみがつながる。

「クリエ」で持ち出して好きな場所で見る。

＊サービスの提供形態によってはご利用できない場合があります。

＊1：PEG-NZ90で可能。＊2：詳しくは「イメージステーション」
をご覧ください。
＊3：PEG-NZ90／NX70Vで可能。

Business Network
ビジネスをよりアクティブにこなす。

高性能ブラウザーで、ホームページを快適に見る。
モバイルで、より高度なインターネット活用を実現する。

Personal Network

静止画をはじめ、動画やボイスメールも送信する 。

音楽をゲームを、パーソナル情報を使いこなす。

＊1

多彩なビジネスファイルの送受信も快適にこなす。
Microsoft® Word、Excel、PowerPoint®＊2、PDF＊2などを閲覧する。

好きな音楽を「メモリースティック」
（別売）
に記録して連れ出す。

多彩なビジネスデータを、手軽に持ち出して活用できる。

いつでも聴ける。新しい毎日の楽しみが始まる。

スケジュールやアドレス、メモなど、

FM音源対応ゲームや文庫本感覚の読書を、自由に楽しむ。

個人情報をスマートに管理する、コントロールする。

「クリエ」はいつでも、いろいろな楽しみを連れ出せる。

FeliCaリーダーで、EdyやSuicaの残高などを確認する＊3。

予定表やアドレス、To Do、メモ帳など、

毎日の行動がいっそうアクティブになる。
＊1：PEG-NZ90／NX70V／NX60／TG50で可能。＊2：PEG-NZ90／TG50で可能。
＊3：PEG-NZ90で可能。SFCard Viewerの履歴表示対応は『クリエホームページ』よりダウンロードしてご利
用いただけます。
（今春予定）
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パーソナルな情報を上手に管理する。手軽にチェックする。
地図や英和／和英辞書、世界時計など、便利な機能を使う。
「クリエ」はさまざまなシーンで、毎日役立つ。

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
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PEG-NZ90

200万画素CCDで撮る。ネットワークで広がる。
ウイングデザイン

すべてのパフォーマンスとクオリティーが、

研 ぎ 澄 まされ た ボ デ ィに
凝 縮 した 先 進 の ハ ード ウェア 。

新しいスタイルを提案する「クリエ」NZ。
200万画素CCD「回転カメラ」
デジタルカメラに迫る高解像度で、プリ
ントしてもきれいな画像。フラッシュ、接
写、2倍デジタルズーム機能などで、多
彩な撮影が楽しめます。

「スマートリチウム」バッテリーパック
通常使用約10日間。交換可能なリムー
バブル大容量リチウムイオンポリマー
バッテリー。分単位でバッテリー残量
を表示します。

BluetoothTM機能内蔵
「クリエ」単体でバイオ、サイバーショッ
トや携帯電話など、多彩なBluetoothTM
対応機器とワイヤレス・ネットワークを実
現できます。

通信用カードスロット
コンパクトフラッシュTMタイプのPHS通
信カードで外出先でもインターネット。
ワイヤレスLANカードでオフィス、カフェ＊
などのLANへも対応可能です。
＊サービスの提供形態によってはご利用できない場合があります。

スリムクレードル
携帯にも便利な、折りたたみできるスタ
ンド付きの専用クレードル。AV出力、
プリンター接続などもできます。

FeliCa
（非接触ICカード）
リーダー
お手持ちのEdyカードやSuicaなどを

CLIE

FeliCaリーダー部にかざして、残高な
どを確認できます。
※SFCard Viewerの履歴表示対応は『クリエホームページ』より
ダウンロードしてご利用いただけます。
（今春予定）
● 大きさ：約

幅75×高さ141
×奥行き22.2mm（カメラ部のぞく）
●質量：約293g
（スタイラス、バッテリーを含む）
● 主な付 属 品：U S Bクレード ル、U S B ケーブル
、バッテリーパック、
（HotSync® 用・プリンター接続用）
ACアダプター、ACコード、AVケーブル、スタイラス、
ステレオヘッドホン、リモートコントローラー、ハンドス
トラップ、インストールCD‐ROM

オープン&
ターン
デザイン

オープン

ターン

パーソナル エンターテインメントオーガナイザー

PEG-NZ90

オープン価格 新発売

「回転カメラ」搭載モデル
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たて型
ワイド画面

フラッシュ付き ハードウェア
200万画素 キーボード
回転カメラ

「メモリー マグネシウム ソフトウェア
スティック」
グラフィティ
ボディ
スロット
メール＆
ATOK
PC
インターネット （日本語変換） 簡単リンク

通信用
カード
スロット

BluetoothTM
機能内蔵

Smart Lithium
バッテリーパック

音楽 /
FM音源
再生機能

ハイレゾ液晶 /
フォント

200MHz

Palm OSR

英和 /
和英辞書

「メモリー
スティック」
バックアップ

CPU

5

FeliCa
リーダー

ジョグ
ダイヤル

個人情報 Excel/Word/®
管理（PIM） PowerPoint※ /
PDF対応

その他の主な搭載ハードウェア
●アプリケーションボタン ●「メモリースティック」
スロット
●ハードウェアキーボード ●ハイレゾカラー液晶ワイド画面

※Picsel Viewer for CLIE搭載

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
※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。
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PEG-NZ90

2 0 0 万 画 素 の 高 画 質 で 撮 る。
映 像 の 楽 し み が 大 きく 広 が る 。

CLIE Camera S

多 彩 なワイヤレス 通 信 機 能 でネットワーク 接 続 。
オ フィス で 、外 出 先 で 、ス マ ート に ア ク セ ス す る 。

200万画素「CLIE Camera S」
だから
高画質に撮れる。記録できる。

外出先でも、ワイヤレスで
快適にインターネットアクセス。

BluetoothTM機能により、
ワイヤレスでデータシェアリング。

最大1600×1200ドットでのJPEG静止

通信用カードスロットに装着したPHS 通

BluetoothTM内蔵により、対応「クリエ」や

＊

TM

画を撮影。最短10cmマクロ撮影、2倍

信カード や、Bluetooth 対応携帯電話

バイオとダイレクトにデータ交換が可能。

デジタルズーム＊、フラッシュなどを装備。

から、ダイヤルアップ接続が可能。モバイ

HotSync®もワイヤレスで行えます。

＊800×600ドット以下の画サイズの場合のみ。

ルでインターネットが高度に活用できます。

＊BluetoothTM対応機器について詳しくは「クリエホームページ」
をご覧ください。

＊対応通信カード、ソフトのアップデートについて、詳しくは
『クリエ
ホームページ』
をご覧ください。

200万画素の高画質プリントが
「クリエ」からダイレクトにできる。
Uク
S レ
B ー
でド
直ル
接か
接ら
続

オフィスや自宅、カフェ＊などの
ワイヤレスLANに接続。

サイバーショット＊を
ワイヤレスでリモート操作。

撮った写真の加工・編集をはじめ、

通信用カードスロットに別売のワイヤレ

Bluetooth TM機能によりワイヤレスで

クレードルとプリンター＊をUSB接続す

スLANカードを装着すれば、さまざまな場

つながったサイバーショットを、リモート

れば、パソコンなしでもプリントが可能。

所でワイヤレスLANにアクセスが可能。

操作により
「クリエ」の画面で確認しな

＊サービスの提供形態によってはご利用できない場合があります。

がら、シャッターが押せます。＊DSC‐FX77。

＊対応するプリンターの機種は、
「クリエサポートページ」
をご覧ください。

撮った静止画を、ハイレゾワイド液晶や
テレビの大画面に映し出す。
直同ク
接梱レ
接のー
ド
続A
V
ケル
ーか
ブら
ル
で

情 報 を 見 る。デ ータを 使 いこなす。
ビ ジネスを 、プ ライベ ートを 、快 適 にコントロー ル する。

クレ ード ルとテレビをつ なげ ば 、

Word、Excel、PowerPoint® 、
PDFファイルをハイレゾ大画面で見る。
「Picsel Viewer for CLIE」
。

「クリエ」の高画質な静止画を大画面
でも楽しめます。

必要な情報はボイスメモで記録する、
「Voice Recorder」
。
内蔵モノラルマイクで録音し、
「クリエ」

多彩なビジネスファイルを、PCでの

での再生はもちろん、パソコンで

形式変換なしに直接閲覧が可能。受

音声付き動画を連続で最大約60分、
合計で最大約120分＊撮影が可能。

Picsel Viewer for CLIE

さらに、自在なパンやズームで
書類を閲覧。

レビ番組も、迫力の横長全画面再生

スタイラス操作で見たいところを自在

使いやすくカスタマイズできるラン

で楽しめます。

に表示。複数ページのサムネール表

チャー、英和／和英辞書、
「クリエ」

＊別売の128MBの「メモリースティック」使用時で、160×112
ドットの動画撮影の場合。

示や横画面表示も可能。拡大しても

Edy Viewer

「クリエ」
を、自分スタイルで
より便利に活用できるソフトも充実。

で読書が楽しめる「PooK」などを搭
CLIE Launcher

文字がクリアに表示されます。

載しています。

FeliCaリーダー部にかざすだけで、
EdyやSuicaの残高などを確認する。

パーソナルデータを使いこなす、
充実したステーショナリー機能。

パソコンから「メモリースティック」

Edy ViewerはEdyカードの残高/取

予定表、アドレス、To Do、メモ帳、

（ 別 売 ）に 記 録して 持 ち 出 せ ば 、

引履歴の確認、SFCard Viewer＊は

手書きメモなど、毎日役立つ便利な

音楽は
「メモリースティック」
に記録し、
「クリエ」
で気軽に連れ出して楽しむ。
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活用が可能。

Pocket」搭載のバイオで録画したテ

Picsel Viewer for CLIE

Audio Player

の再生やメール添付など、多彩に
Voice Recorder

※一部閲覧できないファイルがある場合があります。

「クリエ」で 撮った 動 画も、
「Giga

Movie Recorder

信ファイルの閲覧もできます。

ATRAC3形式やMP3形式の音楽再

Suicaの残額の確認が可能です。

生が可能です。

※SFCard Viewerの履歴表示対応は『クリエホームページ』
よ
りダウンロードしてご利用いただけます。
（今春予定）

SFCard Viewer

ステーショナリー機能が充実しています。
予定表

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
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PEG-NX70V・NX60

通信用カードスロット搭載。
「回転カメラ」＊・たて型ワイド大画面採用。
ウイングデザイン

映像の楽しみも、ワイヤレスで広がる「クリエ」NXシリーズ。

＊PEG-NX70Vに搭載。

撮 る・見 る楽しみを、使 い やすさを 大きくする、
先 進 の ハードウェア。

31万画素「回転カメラ」＊
静止画はもちろん、動画も高画
質に記録できます。また、レン
ズ部分は前後に260度回転。
液晶画面をファインダーにして
自分撮りも気軽に楽しめます。
＊PEG-NX70Vに搭載。

通信用カードスロット
コンパクトフラッシュTMタイプの
PHS通信カードで外出先でも
インターネット。ワイヤレスLAN
カードでオフィス、カフェ＊など
のLANへも対応可能です。
＊サービスの提供形態によってはご利用できない
場合があります。

ハイレゾカラー液晶画面
高解像度320×480ドットのた
て型ワイド画面。65,536色の
豊かな色調で、静止画も動画
も美しく表示します。

多彩な文字入力スタイル

CLIE

パソコンと同じアルファベット文字配列の「ハードウェアキーボード」
、
画面上の専用エリアにスタイラスで簡略文字を入力する「ソフトウェア
、そして画面上でスタイラスでキー入力する
「ソフトウェアキー
Graffiti® 」
ボード」の、3タイプの入力方法が選択できます。

● 大きさ：約

オープン&
ターン
デザイン

幅72.3×高さ136.0×奥行き23.5mm

● 質量：約220g
● 主な付属品：USBクレードル、ACアダプター、

ACコード、プラグアダプター、スタイラス、ステレオ
ヘッドホン、リモートコントローラー、ハンドストラップ、
インストールCD‐ROM

オープン

ターン

オープン

ターン

パーソナル エンターテインメントオーガナイザー

パーソナル エンターテインメントオーガナイザー

PEG-NX70V

PEG-NX60

オープン価格

「回転カメラ」搭載モデル

オープン価格

たて型
ワイド画面

マグネシウム ソフトウェア
グラフィティ
ボディ
メール＆
Excel/Word/
Outlook対応 インターネット

31万画素 ハードウェア
回転カメラ＊ キーボード

通信用
カード
スロット

ジョグ
ダイヤル

「メモリー
スティック」
スロット

音楽 /
FM音源
再生機能

ハイレゾ液晶 /
フォント

200MHz

Palm OSR

個人情報
管理（PIM）

ATOK
PC
（日本語変換） 簡単リンク

英和 /
和英辞書

「メモリー
スティック」
バックアップ

CPU

5

＊PEG-NX70Vのみ。
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※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
※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。
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PEG-NX70V・NX60

必 要 な 情 報 を 、好 きな 音 楽 を 、
「 クリエ 」で 持 ち 歩く。
毎 日 が 快 適 に 、ス マートに 変 わっていく。

外 出 先 から、ワイヤレスでインターネット＆メー ル 。
自 分 スタイ ル のコミュニ ケ ーション が 広 が る。

通信用カードスロット搭載で、
スマートにインターネット接続。

オフィスや自宅、カフェ＊などの
ワイヤレスLANに接続。

通 信 用 カード スロットに 装 着した

通信用カードスロットに別売のワイヤレ

「クリエ」の個人情報をMicrosoft ®

5分単位で予定を入力できる予定表や、顔写真などの

PHS通信カード から、ダイヤルアップ

スLANカードを装着すれば、さまざまな場

Outlook＊1と連携させたり、Wordファ

画像も貼り付けられるアドレス、仕事の予定などを管理

接続が可能。また、
「メモリースティック」

所でワイヤレスLANにアクセスが可能。

イルやExcelファイルを
「クリエ」で閲

できるTo Do、メモ帳など、毎日役立つ便利な機能が

スロットにBluetooth TM モジュール

＊サービスの提供形態によってはご利用できない場合があります。

覧・編集が可能。編集後は、パソコン

充実。ハイレゾカラー液晶とハイレゾフォントによる見

上の元のファイルへの同期もできます。

やすい表示で、快適に活用できます。

＊

TM

（別売）
を差し込めば、Bluetooth 対
応の携帯電話やバイオなどとワイヤ

モバイルで高度に活用できる、
高性能ブラウザー＆メール機能。

レス接続も可能です。

高性能WEBブラウザーの搭載で、多彩

＊対応通信カード、ソフトのアップデートについて、詳しくは『ク
リエホームページ』
をご覧ください。

な画像や複雑なレイアウトのホームペー

Microsoft® Outlook、Word、
Excelと連携する。

Documents To Go®
Standard Edition

＊1 Microsoft® Outlook97、98、2000、2002に対応。
＊2 一部のファイルでは、正常に連携できない場合があります。

必要な情報はボイスメモで記録する、
「Voice Recorder」
。

ジも美しく再現。また、写真や動画、
NetFront v3.0 for CLIE

パーソナルデータも、
大画面＆ハイレゾフォントで快適に管理。

内蔵モノラルマイクを使って、その場

ボイスメモも、メールで送信できます。

予定表

アドレス

To Do

メモ帳

で手軽にボイス録音が実現できます。
録ったボイスメモは、
「クリエ」での再生

静 止 画 や 動 画 を 高 画 質 に 撮 る。ワイド 画 面 で 見 る。
「 クリエ 」で 楽しむ 、ビ ジュア ル・ネットワーク。

Voice Recorder

はもちろん、パソコンでの再生やメー
ル添付など、多彩に活用が可能です。

高画質なJPEG静止画が
手軽に撮れる
「CLIE Camera」＊。

「クリエ」から直接、
インターネットへアップロード。

最大640×480ドット、縦長は320×

撮った写真を「イメージステーション」

480ドット
（縦）
での静止画が撮影可

で手軽にネット公開 ＊ 。同梱のPC

よく使うアプリケーションのアイコン

ソフト「PictureGear Studio」を使え

をショートカットエリアに置いたり、使

イトバランス、エフェクト機能などを搭

「イメージステーション」
画面（表示例）

高画質だから、
「クリエ」
で
編集・加工して楽しめる。使える。

「メモリースティック」
に、
音声付き動画を長時間記録＊1。

個人で楽しむフォトスタンドやビジネス

160×112ドットの動画を、連続で

フォトアルバムとして、
「クリエ」やPCで

最大約60分、合計で最大約120分＊2

り込んで活用することもできます。

Movie Recorder

シンプル操作で、動画や静止画を
一括管理して活用する。
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わないものを削除したり、自分のスタ
CLIE Launcher

イルに合わせてカスタマイズが可能。
「クリエ」
をより使いやすく設定できます。
CLIE Memo

PooK

英和／和英辞書

＊1：PEG-NX70Vのみ。＊2：別売の128MBの「メモリース
ティック」使用時。

撮った動画や静止画は「CLIE Viewer」

パソコンから「メモリースティック」

が一括管理。再生や加工、メール添

（ 別 売 ）に 記 録して 持 ち 出 せ ば 、

ができます。

英辞書などを搭載しています。

音楽は
「メモリースティック」
に記録し、
「クリエ」
で気軽に連れ出して楽しむ。

付など、シンプル操作で多彩に活用
CLIE Viewer

読書が楽しめる「PooK」
、活用シーンの多い英和／和

撮影できます。

多彩に使えます。さらに、パソコンに取
PhotoStand

ば、製本アルバム注文もできます。
＊詳しくは「イメージステーション」をご覧ください。

載しています。＊PEG-NX70Vに搭載。

スタイラスを使って軽快に手書きのメモがとれる
「CLIE Memo」
、ジョグダイヤルでページをめくりながら

使いやすくカスタマイズできる
ランチャー。

能です。デジタルの2倍ズーム、ホワ
CLIE Camera

「クリエ」
をさらに便利にする
多彩なソフトも盛りだくさんに搭載。

ATRAC3形式やMP3形式の音楽再
Audio Player

生が可能です。
※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
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PEG-TG50

Bluetooth TM 機能内蔵。ハードウェアキーボード搭載。
ビジネスシーンでスマートに使える高性能を、
ビジネスシーンに映えるアルミボディに、
アクティブ な 使 い や すさと高 性 能 を 凝 縮 。

スリムなアルミボディに結集した「クリエ」TG。

美しい薄型のニューデザイン
軽量のアルミボディは、美しいシルバーのヘアライン仕上げ。ハー
ド カ バ ー 一 体 型 で、カ バ ーを閉じた 厚さは 1 6 . 2 m m 。バッグ や
ポケットの中でもかさばらないスリムなボディです。先進性能を
多彩に詰め込んで、デザインもさらに使いやすく進化した、新しい
「クリエ」のスタイルです。

選べる3つの入力スタイル
●ハードウェアキーボード

使い慣れたパソコンと同じアルファベット文
字配列により、スピーディに入力ができます。
●ソフトウェアGraffiti ®

液晶画面上に専用エリアを表示し、スタイラスで、Palm OS® なら
ではの簡略文字「Graffiti®（グラフィティ）」を入力できます。
●オンスクリーンキーボード

液晶画面上にキーボードを表示し、入力することもできます。
BluetoothTM機能内蔵

CLIE

「クリエ」単体でバイオ、サイバーショット
や携帯電話など、多彩なBluetoothTM対
応機器とワイヤレス・ネットワークを実
● 大きさ：約

幅71.6×高さ126×奥行き16.2mm

● 質量：約184g

ハードウェア BluetoothTM
キーボード
機能内蔵

● 主な付属品：USBクレードル、ACアダプター、

ACコード、プラグアダプター、スタイラス、ハンドスト
ラップ、インストールCD‐ROM

ハイレゾ液晶 /
フォント

パーソナル エンターテインメントオーガナイザー

PEG-TG50
14

オープン価格 新発売

200MHz
CPU

ATOK
PC
（日本語変換） 簡単リンク

ジョグ
ダイヤル

「メモリー
スティック」
スロット

アルミ
ボディ

Palm OSR ワイヤレス 個人情報
通信対応＊1 管理（PIM）
5
英和 /
和英辞書

「メモリー
スティック」
バックアップ

ソフトウェア
グラフィティ

音楽 /
FM音源
再生機能

Excel/Word/
メール＆
PowerPoint®/ インターネット
PDF対応＊2
＊1：別売の通信用アクセサリーが
必要になります。
＊2：Picsel Viewer for CLIE搭載。

現できます。
Palm OS® 5搭載
すばやい起動、軽快な文字入力などのすぐれたモバイル性能を実現する
Palm OS® 5を搭載。高速200MHz CPUとの組み合わせで、動画再生も、
ビジネスデータ活用も、さらに快適にこなせます。
※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
※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。
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PEG-TG50

多 彩なビジネスデータを、毎 日の個 人 情 報を
アクティブに活かす。持ち出す。

外 出 先 で 、ス マ ート に ネット ワ ー ク 接 続 。
ワ イ ヤ レ ス で つ な が る 。広 が る 。

Word、Excel、PowerPoint® 、
PDFファイルをハイレゾ大画面で見る。
「Picsel Viewer for CLIE」
。
多彩なビジネスファイルを、PCでの

使いやすくカスタマイズできる
ランチャー。

BluetoothTM機能により
ワイヤレスでデータシェアリング。

どこでも、気軽にワイヤレスで
インターネット＆メール。

よく使うアプリケーションのアイコンを

BluetoothTM内蔵により、対応「クリエ」

BluetoothTM内蔵により、BluetoothTM

ショートカットエリアに置いたり、使わ

やバイオとダイレクトにデータ交換が可

形式変換なしに直接閲覧が可能。受

ないものを削除したり、自分のスタ

能。HotSync® もワイヤレスで行えます。

アップ接続が可能。外出先で、気軽に

信ファイルも「メモリースティック」に

イルに合わせて、
「クリエ」をより使い

＊BluetoothTM対応機器について詳しくは「クリエホームページ」
をご覧ください。

インターネットやメールが実現できます。

保存するだけで閲覧できます。

やすくカスタマイズできます。

サイバーショット＊を
ワイヤレスでリモート操作。

モバイルで高度に活用できる、
高性能ブラウザー＆メール機能。

Bluetooth TM機能によりワイヤレスで

高性能WEBブラウザーの搭載で、多彩

Picsel Viewer for CLIE

CLIE Launcher

※一部閲覧できないファイルがある場合があります。

パーソナルデータも、大画面＆
ハイレゾフォントで快適に管理。

さらに、自在なパンやズームで
書類を閲覧。

CLIE Mail

対応携帯電話と連携すれば、ダイヤル

5分単位で予定を入力できる予定表、

つながったサイバーショットを、リモート

アドレス、To Do、メモ帳などの機能が、

操作により
「クリエ」の画面で確認しな

ジも美しく再現。また、写真や動画、

示や横画面表示も可能。拡大しても

ハイレゾカラー液晶とハイレゾフォントによ

がら、シャッターが押せます。＊DSC‐FX77。

ボイスメモも、メールで送信できます。

文字がクリアに表示されます。

る見やすい表示で、快適に活用できます。

スタイラス操作で見たいところを自在
に表示。複数ページのサムネール表

予定表

NetFront v3.0 for CLIE

な画像や複雑なレイアウトのホームペー

Picsel Viewer for CLIE

美しく見る。自 在 に 加 工・編 集 する。動 画も楽しめる。
「クリエ」で、映 像と音 楽 を 使 いこなす。
「クリエ」
をさらに便利にする
多彩なソフトも盛りだくさん。

必要な情報はボイスメモで記録する、
「Voice Recorder」
。

手書きメモがとれる「CLIE Memo」
、

内蔵モノラルマイクで録音し、
「クリエ」での
Voice Recorder

再生はもちろん、パソコンでの再生やメー
ル添付など、多彩に活用が可能。
「会議」

CLIE Memo

ジョグダイヤルでページをめくりなが
ら読書が楽しめる「PooK」
、英和／
PhotoStand

「口述」の切り替えが可能になりました。

和英辞書などを搭載しています。

ハイレゾカラー液晶で、
色調豊かに写真を楽しむ。

動画を、テレビ番組を、
美しいハイレゾ画面で楽しむ。

65,536色の豊かな色調。320×320

PC上の動画＊や「Giga Pocket」搭載

ドットの鮮明な画像表示。
「クリエ」

Movie Player

美しいハイレゾカラー画面で楽しめます。

楽しめます。

＊PC上の動画は付属の「Image Converter」で変換して持ち
出すことができます。

高画質を、
「クリエ」
で
編集・加工して楽しめる。使える。

音楽は
「メモリースティック」
に記録し、
「クリエ」
で気軽に連れ出して楽しむ。

個人で楽しむフォトスタンドやフォト
CLIE Album

のバイオで録画したテレビ番組を、

なら、いつでも手軽に美しい写真が

アルバムとして、
「クリエ」やPCで多

パソコンから「メモリースティック」
Audio Player

（ 別 売 ）に 記 録して 持 ち 出 せば 、

彩に使えます。さらに、
「クリエ」から

ATRAC3形式やMP3形式の音楽再

ネット公開＊も可能です。

生が可能です。

＊詳しくは「イメージステーション」
をご覧ください。

シンプル操作で、動画や静止画を
一括管理して活用する。
動画や静止画を「CLIE Viewer」で
CLIE Viewer

一括管理。再生や加工、メール添付
など、シンプル操作で多彩に活用が
できます。

16

※写真はハードウェアキーボード点灯イメージです。

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
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PEG-SJ33

ゲームで遊ぶ。音楽を連れ出す。楽しみと情報をたっぷりつめて、
毎日持ち歩きたくなるニュースタイル「クリエ」SJ。
い つも持ち歩く。毎 日 使う。
だから、機 能 や 性 能もパ ワーアップ 。
サウンド機能搭載
FM音源・音楽再生機能を
搭載。ウォークマンのように
好きな曲を連れ出して楽しん
だり、FM音源対応のゲーム
を迫力のサウンドで満喫で
きます。

ハイレゾカラー液晶
65,536色、320×320ドット
のハイレゾカラー液晶画面
により、写真も文字もいっ
そう美しく表示できます。

ロングバッテリーライフ
毎日たっぷり使えるロングバッ
テリーライフ。通常使用なら約
17日間＊1、音楽再生は連続
約10時間＊2も楽しめます。
＊1 バックライトオフで1日30分間、PIMアプリ
ケーションを使用した場合。使用状況および設定
などによって異なる場合があります。＊2 ディスプ
レイ消灯時。

CLIE

● 大きさ
：約

幅72.5×高さ107.8×奥行き22mm

● 質量：約172g
● 主な付属品：USBケーブル、スタイラス、ACアダ

プター、ACコード、ステレオヘッドホン（ボリューム
コントローラー付き）
、ハンドストラップ、インストー
ルCD‐ROM、プラグアダプター

ジョグ
ダイヤル

パーソナル エンターテインメント オーガナイザー

PEG-SJ33

「メモリー
音楽 /
スティック」 FM音源
スロット
再生機能

ハイレゾ液晶 /
フォント

66MHz
CPU

ATOK
PC
個人情報 Excel/Word
メール＆
対応
管理（PIM）
インターネット （日本語変換） 簡単リンク

オープン価格 新発売

Palm OSR

ワイヤレス
通信対応＊

英和 /
和英辞書

「メモリー
スティック」
バックアップ

4.1

＊別売の通信用アクセサリーが必要になります。

18

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
※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。
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PEG-SJ33

音楽を持ち出す。いつでも聴ける。
「クリエ」から、新しい毎日が始まる。
パソコンにためた音楽ファイル＊1か
Audio Player

らチョイスして「メモリースティック＊2」

インターネットを美しく見る。
さらに、快適に楽しむ。

地図を切り取って持ち出す。
ポケット地図帳として活用する。

高解像度な画像や文字で快適にイン

パソコンから、
「メモリースティック＊」に

ターネットが楽しめる、高性能WEBブ

Navin'You Pocket

デジタルマップを取り込めば、シーム

に記録すれば、好きな曲を気軽に

ラウザー「Xiino」＊を搭載しています。

＊地図は別途購入が
必要です。

レスなズーム機能で細かな地名も

持 ち 出 して 楽 し め ま す 。ま た 、

＊90日間の試用版です。※別売の通信用アクセサリーと対応電
話機、もしくはコンパクトフラッシュタイプの通信カードが必要です。

Xiino

ハッキリ確認できます。
＊「メモリースティック」
は別売です。

「Audio Player」の画面には、ボディ
デザインにマッチした新しいスキン
7色を用意しました。
＊1：ATRAC3形式やMP3形式に対応。＊2：
「メモリースティック」
は別売です。

PictureGear Pocket

好きな写真をアルバムにする。
文字や絵を書き入れて楽しむ。

予定も、アドレスも、
「クリエ」
でチェック。
毎日持ち歩いて、情報をスマートに使いこなす。

デジタルカメラで撮った画像などを

予定表、アドレス、To Do 、メモ帳など、
「クリエ」
は毎日

「メモリースティック＊」で 取り込ん

使える便利なステーショナリー機能も多彩に充実。ハイ

で、手軽に高画質で楽しめます。さ

レゾフォント搭載で、文字も読みやすく表示。さらに、入

らに、文字や絵を書き入れて、メー

力したスケジュールや電話番号などのデータを、ボタン

ル送信も可能です。

ひとつでパソコンと共有もできます。

＊「メモリースティック」は別売です。

ジョグダイヤルでめくれる文庫本。
電車内でも、気軽に読書ができる。

予定表

アドレス

To Do

メモ帳

あおぞらぶんこ

＊

青空文庫 形式にも対応したe‐Book
PooK
『インストール』綿矢りさ著
河出書房新社

ビューワー「PooK」
を搭載。縦書きは
もちろん、フリガナ、傍点にも対応。
「インストール」
をはじめ、付属のお試
し本3タイトルが楽しめます。
＊青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/）。

携帯ゲーム機にも早変わり。
FM音源対応ゲームも楽しめる。
FM音源＆ハイレゾグラフィック対応
Bejeweled!

のパズルゲーム「Bejeweled!」を搭
載。携帯ゲーム機感覚で、美しい映
像と臨場感あふれるサウンドのゲー
ムが、いっそう楽しく遊べます。

画像を添付する。
「クリエ」
なら、
高度なメール機能も活用できる。
画像などのファイル添付、受信メール
CLIE Mail

の 自 動 分 類 などの 機 能を持った
「CLIE Mail」を搭載。
「クリエ」なら、
高度なメール機能が快適に使えます。
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※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
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PEG-NZ90

「クリエ」PEG-NZ90

>>

P06

対 応 アクセ サリー

PEG-NXシリーズ

「クリエ」PEG-NX70V／NX60

>>

P10

対 応 アクセ サリー

バッテリー
パック

ワイヤレス
LANカード

「クリエ」の新しいスタミナ。
さらに、長時間の連続使用を可能にする
予備のバッテリーパック。

USB
クレードル

スピーカー
クレードル

ワイヤレス
LANカード

オフィス・自宅・外出先などの
無線LANに「クリエ」からアクセスする
ワイヤレスLANカード。
自宅と会社など、2台のパソコンと
データー共有をしたいときに
便利なUSBクレードル。

オフィス・自宅・外出先などの
無線LANに
「クリエ」
からアクセスする
ワイヤレスLANカード。

充電やHotSync® はもちろん、
「クリエ」
にためた音楽をステレオ
音声で楽しめるスピーカークレードル。

USBクレードル

スピーカークレードル

ワイヤレスLANカード

PEGA-UC75K オープン価格

PEGA-SPC100K オープン価格

PEGA-WL100

オープン価格

●電源：
「クリエ」本体から供給 ●外形寸法：約幅42.8×高

PEG-NZ90専用
バッテリーパック
（Smart Lithium）

ワイヤレスLANカード

PEGA-WL100
オープン価格

PEGA-BP500
新発売

予備として持ち歩き、手軽に
交換が可能な「スマートリチウム」バッテリーパック。

通信用カードスロットに装着して、
ワイヤレスLAN環境で、ネットワークにアクセス。

●リムーバブル・リチウムイオン

×高さ55.4×奥行5.9mm
●質量：約45.4g

●バッテリー寿命・バッテリー

● 準拠規格：IEEE 802.11b

残量が分単位で表示可能

●使用周波数帯：2.4GHz帯

（1-11チャンネル、ISMバンド）
●WEP
（データの暗号化）
：
128ビット/40ビット

液晶保護
シート

PEG-NZ90 Accessories

液晶保護シート

PEGA-UC90

PEGA-SP70

オープン価格 新発売

オープン価格

●クレードルのスタンドを立てて画像を楽しんだり、クレードル

に装着したままコンパクトに持ち運ぶことができます。
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傷・汚れから液晶画面を守る、
液晶保護シート。
切らずに使え、張り直しも可能。

USBクレードル

しています。
＊ACアダプターは別売です。

ネット接続や「クリエ」同士による
データ交換などがワイヤレスで
楽しめるBluetoothTMモジュール。

「クリエ」
と携帯電話・PHSをつなぎ、
ネット接続を実現するモバイル
コミュニケーションアダプター。

BluetoothTMモジュール

モバイルコミュニケーションアダプター

PEGA-MSB1

PEGA-MA15 オープン価格

オープン価格

●デジタル携帯電話
（PDC）
、PHS（NTTドコモ・ア
ステル）、DDIポケットPHS（H''（エッジ）など）、
cdmaOne携帯電話に対応。
※別売の接続ケーブルが必要です。

●対応携帯電話：au C413S ●対応機器に関してはSony
Bluetoothインフォメーションhttp://www.sony.co.jp/sd/
products/bluetooth/をご覧ください。※BluetoothTMモ
ジュールの対応機器など詳しくはhttp://www.nccl.sony.co.jp
をご覧ください。また、同梱ソフトのReversiは「クリエ」NX
シリーズでは動作しません。

バッテリー

●Hotsync用USBケーブルが付属

モバイル用
接続ケーブル

●外形寸法：約幅42.8

●通常使用約10日間

自宅と会社などで、
２台のパソコンや
多彩な機器とつないでデータを
活用したいときに便利なUSBクレードル。

モバイル用
アダプター

●電源：
「クリエ」本体から供給

ポリマーバッテリー
●大容量1200mAh

USB
クレードル

BluetoothTM
モジュール

乾電池
アダプター

単3形電池4本を使って
「クリエ」に電源供給を
行える乾電池アダプター。
乾電池アダプター

対応携帯電話ごとに選ぶ、
4つのモバイルコミュニケーション
アダプター接続ケーブル。
モバイルコミュニケーション
アダプター接続ケーブル

PEGA-MAC10（PDC用）
PEGA-MAC11（DDIポケットPHS（H''など）用）
PEGA-MAC12（PHS（NTTドコモ・アステル）用）
PEGA-MAC13（cdmaOne用）
オープン価格

キャリング
ケース

「クリエ」
を傷や汚れか
ら守る。名刺なども入る
ポケット付きの
キャリングケース。

液晶保護
シート

ゲーム
コントローラー

傷・汚れから液晶画面を
守る、液晶保護シート。
切らずに使え、
張り直しも可能。

携帯ゲーム機の操作感を
そのままに実現する
ゲームコントローラー。

PEGA-GC10

ゲームコントローラー

PEGA-BC10

キャリングケース

液晶保護シート

オープン価格

PEGA-CA80

PEGA-SP70

オープン価格

●対応電池：単3形アルカリ乾電池、単

オープン価格

オープン価格

●株式会社セガ「コラムス」
を付属
COLUMNS © SEGA 1990,2002

3形ニッケル水素充電池、単3形ニッカ
ド充電池

PEG-NX Series Accessories

オープン価格

さ55.4×奥行5.9mm ●質量：約45.4g ●準拠規格：IEEE
802.11b ● 使用周波数帯：2.4GHz帯（1-11チャンネル、
：128ビット/40ビット
ISMバンド）●WEP（データの暗号化）

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
※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。
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PEG-TG50

「クリエ」PEG-TG50

>>

P14

USB
クレードル

乾電池
アダプター

充電やHotSync®はもちろん、
「クリエ」
にためた音楽をステレオ音声で
楽しめるスピーカークレードル。
スピーカークレードル

乾電池アダプター

PEGA-UC60K オープン価格
PEGA-UC50 オープン価格

PEGA-SPC100K オープン価格

PEGA-BC10

水素充電池、単3形ニッカド充電池

ゲーム
コントローラー

PEG-TG50 Accessories

キャリング
ポーチ

ワイヤレス接続を可能にする
スタミナ通信アダプター。好みの
スタイルでメール＆インターネット。

携帯ゲーム機の操作感を
そのままに実現する
ゲームコントローラー。

通信アダプター

ゲームコントローラー

PEGA-CF61 オープン価格

PEGA-GC10

● 動作確認済みカード：● NTTドコモP-in

●株式会社セガ「コラムス」
を付属
COLUMNS © SEGA 1990,2002

キャリング
ケース

>>

P18

オープン価格

液晶保護
シート

スピーカー
クレードル

「クリエ」
を置くだけで充電、
ボタンワンタッチでパソコンとデータ共有が
可能なUSBクレードル。

名刺や「メモリースティック」
も
収納可能。持ち運びに便利な
ベルトループ付きキャリングポーチ。

PEGA-UC60K オープン価格
PEGA-UC50 オープン価格

PEGA-SPC100K
※ACアダプターを省いたタイプ

単3形電池4本を使って
「クリエ」に電源供給を行える
乾電池アダプター。

キャリングポーチ

乾電池アダプター

PEGA-BC10

ネット接続や「クリエ」同士による
データ交換などがワイヤレスで楽しめる
BluetoothTMモジュール。
BluetoothTMモジュール

オープン価格

●対応電池：単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池、単3形ニッカド充電池

モバイル用
アダプター／
接続ケーブル

オープン価格

※PEG-SJ33でお使いの場合、オーディオ再生はヘッドホンジャック経由のみで可能です。

BluetoothTM
モジュール

乾電池
アダプター

PEGA-CP20 オープン価格 新発売

充電やHotSync® はもちろん、
「クリエ」にためた音楽をステレオ音声で
楽しめるスピーカークレードル。
スピーカークレードル

USBクレードル
オープン価格

●対応電池：単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル

※ACアダプターを省いたタイプ

m@ster、
P-in comp@ct（PHSデータ通信機能のみ）
、/DDI
ポ ケ ット AirH''CFE-02
（ NECインフロンティア ）
C@rdH''64 CFE-01/TD
（NECインフロンティア）
/RH
2000P
（TDK）●アナログモデム＊
＊対応機種は
『クリエホームページ』
にてご確認ください。
※本体装着時、スタイラスの抜き差しができなくなります。

USB
クレードル

単3形電池4本を使って
「クリエ」に電源供給を行える
乾電池アダプター。

USBクレードル

通信
アダプター

「クリエ」PEG-SJ33

対 応 アクセ サリー

スピーカー
クレードル

自宅と会社など、2台のパソコンと
データー共有をしたいときに
便利なUSBクレードル。

PEG-SJ33

カメラ
モジュール

PEGA-MSB1

オープン価格

● 対応携帯電話：au C413S ● 対応機器に関してはSony Bluetoothインフォメーション
http://www.sony.co.jp/sd/products/bluetooth/をご覧ください。
※BluetoothTMモジュールの対応機器など詳しくはhttp://www.nccl.sony.co.jpをご覧くださ
い。また、同梱ソフトのReversiは「クリエ」NXシリーズでは動作しません。

通信
アダプター

PEG-SJ33 Accessories

対 応 アクセ サリー

「クリエ」
と携帯電話・PHSをつなぎ、
ネット接続を実現。
モバイルコミュニケーションアダプター

PEGA-MA15 オープン価格
ブラック

ブラウン

「クリエ」
をスマートに持つ。
名刺、
「メモリースティック」
ポケット付きキャリングケース。

24

●デジタル携帯電話
（PDC）
、PHS（NTTドコモ・ア
ステル）、DDIポケットPHS（H''（エッジ）など）、
cdmaOne携帯電話に対応。
※別売の接続ケーブルが必要です。

レッド

傷・汚れから液晶画面を守る、
液晶保護シート。切らずに使え、
張り直しも可能。

キャリングケース

液晶保護シート

PEGA-CA62/B（ブラック）
PEGA-CA62/T（ブラウン）
PEGA-CA62/R（レッド）

PEGA-SP50 オープン価格 新発売

対応携帯電話ごとに選ぶ、
4つのモバイル用接続ケーブル。
モバイルコミュニケーション
アダプター接続ケーブル

オープン価格 新発売

PEGA-MAC10（PDC用）
PEGA-MAC11（DDIポケットPHS（H''など）用）
PEGA-MAC12（PHS（NTTドコモ・アステル）用）
PEGA-MAC13（cdmaOne用）

●携帯用ストラップ付属

オープン価格

「クリエ」
をデジタルカメラに。
自分撮りも楽しめる10万画素モジュール。

ワイヤレス接続を可能にするスタミナ通信アダプター。
好みのスタイルでメール＆インターネット。

「メモリースティック」カメラモジュール

通信アダプター

PEGA-MSC1

オープン価格

● 撮像素子：1/6型10万画素 CMOSイメージセンサー ●レンズ：F2.8 f＝約35mm
（35mmフィルム換算）●キャプチャーサイズ：160×120、320×240 ●外形寸法：約幅
36×高さ78×奥行18mm ●質量：約12g（本体のみ）●連続駆動時間：約120分 ●付属
品：ハードケース、インストールCD-ROMほか

PEGA-CF61

オープン価格

●動作確認済みカード：●NTTドコモP-in m@ster、P-in comp@ct
（PHSデータ通信
機能のみ）、/DDIポケット AirH''CFE-02（NECインフロンティア）C@rdH''64 CFE01/TD（NECインフロンティア）/RH 2000P（TDK） ●アナログモデム＊ ＊対応機種
は『クリエホームページ』にてご確認ください。

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
※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。
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PEG-SJ33

「クリエ」PEG-SJ33

>>

P18

対 応 アクセ サリー

CLIE

PEG-NZ90／NX70V／NX60／TG50／SJ33

共 通 アクセ サリー ／ 対 応 メディア

ミニ
キーボード

ゲーム
コントローラー

GPS
モジュール

AC
アダプター

対応
メディア

クレードルなしで本体や通信アダプター
の充電が行えるACアダプター。
新世代のIC記録メディア
「メモリースティック」

ACアダプター

PEGA-AC10 オープン価格
●変換プラグアダプターにより、ACアダプターとUSBケーブ

「クリエ」
に固定して、パソコン感覚の文字入力を
可能にするミニキーボード。

携帯ゲーム機の操作感を
そのままに実現するゲームコントローラー。
ゲームコントローラー

ミニキーボード

PEGA-KB20

PEGA-GC10

オープン価格

オープン価格

●株式会社セガ「コラムス」
を付属

キャリング
ケース

ハードカバー

COLUMNS © SEGA 1990,2002

キャリング
ポーチ

「クリエ」
で徒歩ナビゲーション。
リアルタムで現在位置を表示する
GPSモジュール。
「メモリースティック」GPSモジュール

ルの同時接続が可能。充電しながら、PCとやりとりできます。
※PEG-NZ90でお使いになる場合は、PEG-NZ90付属
のUSBクレードルまたはPEGA-UC90（別売）
を接続して
ご使用になれます。

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
「マジックゲート メモリースティック」

カーバッテリー
アダプター

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

PEGA-MSG1 オープン価格
●受信周波数：1575.42MHz ●受信方法：16チャン
ネルオールインビュー ●受信感度：-130dBm ●測
位更新時間：約1秒 ● 連続駆動時間：約50〜75分
（使用状況・機種により異なります。）●外形寸法：約
幅44×高さ132×奥行20mm（通常時）
、幅44×高さ
98×奥行22mm（折りたたみ時）●質量：約45g（本
体のみ）●付属品：ハードケース、インストールCDROMほか

「メモリースティック」
MSA-16AN（16MB） オープン価格

車のシガーライターソケットから
「クリエ」に
電源供給を行えるカーバッテリーアダプター。
カーバッテリーアダプター

PEGA-DC10 オープン価格
●「クリエ」
と通信アダプターを使用しながらの充電も可能。

※PEG-NZ90でお使いになる場合は、PEG-NZ90付属の
USBクレードルまたはPEGA-UC90
（別売）
を接続してご使
用になれます。

さらなる小型・軽量化を実現
「メモリースティックデュオ」＊
「メモリースティックデュオ」

MSA-M16A（16MB） オープン価格
「マジックゲート メモリースティックデュオ」

「クリエ」
に取り付けたまま使える。
名刺、
「メモリースティック」収納
ポケット付きキャリングケース。

名刺や「メモリースティック」
も
収納可能。持ち運びに便利な
ベルトループ付きキャリングポーチ。

ハードカバー

キャリングケース

キャリングポーチ

PEGA-CV33/B（ブラック）
PEGA-CV33/L（ブルー）
PEGA-CV33/D（オレンジ）

PEGA-CA32 オープン価格 新発売

PEGA-CP20 オープン価格 新発売

●携帯用ストラップ付属

ケーブル1本で、さまざまな場所の
パソコンと手軽にデータ交換ができる
USB HotSyncケーブル。
USB HotSyncケーブル

キャリングバッグ

PEGA-HS10 オープン価格

PEGA-CA61 オープン価格

PEG-SJ33 Accessories

モバイル用
アダプター

「メモリースティックPRO」

スタイラス

「クリエ」
と携帯電話・PHSをつなぎ、
ネット接続を実現するモバイル
コミュニケーションアダプター。

液晶保護シート

モバイルコミュニケーションアダプター

PEGA-SP60 オープン価格

PEGA-MA15 オープン価格
●デジタル携帯電話
（PDC）、PHS（NTTドコモ・ア

ステル）、DDIポケットPHS（H''（エッジ）など）、
cdmaOne携帯電話に対応。
※別売の接続ケーブルが必要です。

MSX-256（256MB）オープン価格 3月21日発売予定
MSX-512（512MB）オープン価格 3月21日発売予定
MSX-1G（1GB） オープン価格 3月21日発売予定
●高精細画像や高画質動画、高音質音楽など容量の大きな
データを気軽に記録できる最大1GBの大容量 ●著作権保護
技術「マジックゲート」搭載＊1 ●縦21.5×横50×厚さ2.8mm、
質量約4g。高性能ながら標準の「メモリースティック」
と同じサ
イズの小型・軽量フォルム ●10ピン式のシンプルな端子と誤
「メモ
消去防止スイッチを採用。高い信頼性を確保 ●付属品：
リースティックPRO」専用ケース

モバイル用
接続ケーブル

本体に付属するスタイラスの
カラーバリエーションタイプ3本セット。
傷・汚れから液晶画面を守る、
液晶保護シート。切らずに使え、
張り直しも可能。

最大1GBまでの大容量を実現。
「メモリースティックPRO（プロ）」登場。

ペン付き
スタイラス

スタイラス
液晶保護
シート

「クリエ」本体と各種アクセサリーを
一緒に持ち運べる、
収納性に優れたキャリングバッグ。

※PEG-NZ90でお使いになる場合は、PEG-NZ90付属のUSBク
レードルまたはPEGA-UC90（別売）
を接続してご使用になれます。

オープン価格 新発売

対応携帯電話ごとに選ぶ、
4つのモバイルコミュニケーション
アダプター接続ケーブル。
モバイルコミュニケーション
アダプター接続ケーブル

PEGA-MAC10（PDC用）
PEGA-MAC11（DDIポケットPHS（H''など）用）
PEGA-MAC12（PHS（NTTドコモ・アステル）用）
PEGA-MAC13（cdmaOne用）
オープン価格
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＊
「クリエ」
と
「メモリースティックデュオ」のご利用上の注意につい
ては http://www.nccl.sony.co.jp/products/common/info9.html
をご覧ください。

ブラック

PEGA-ST61 オープン価格
●PEG-NZ90用交換部品付属

新発売

PEG-NZ90／NX70V／NX60／TG50／SJ33

ブルー

「クリエ」
をよりスタイリッシュにする、
個性的なカラーの
着せ替え用ハードカバー。

シャープペンシル、ボールペン
（赤・黒）
、
スタイラスを1本で使い分けられる
4wayペン付スタイラス。
4wayペン付スタイラス

＊1：
「クリエ」はマジックゲート機能には対応いたしません
の でご 注 意ください 。 詳しくは NCCLの ホー ム ペ ージ
（http://www.nccl.sony.co.jp/）
をご覧ください。

CLIE Accessories

オレンジ

MSG-M64A （64MB）オープン価格 新発売
MSG-M128A（128MB）オープン価格 3月21日発売予定

キャリング
バッグ

HotSync
ケーブル

※「メモリースティックPRO」に記録したデータはPalm OS4.★
及び3.★搭載機種ではご利用できません。
※PEG-NZ90／NX70V／NX60／TG50はアップグレードによ
り使用可能になります。PEG-SJ33ではご使用になれません。

PEGA-ST70 オープン価格

■ メディア対 応 表
アクセサリー名
「メモリースティック」
「メモリースティックデュオ」
「メモリースティックPRO」＊

型 番
MSA-16AN／MSA-32AN／MSA-64AN／MSA-128A／
MSG-32AN／MSG-64AN／MSG-128A
MSA-M16A／MSG-M64A／MSG-M128A
MSX-256／MSX-512／MSX-1G

PEG-NZ90 PEG-NX70V PEG-NX60

PEG-TG50

PEG-SJ33

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

−

＊アップグレードにより使用可能になります。ただし、マジックゲート機能には対応しません。

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。
※画面はハメコミ合成です。※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。
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「クリエ」ラインアップ 機 能・楽しみ比 較 表
PEG-NZ90

付 属ソフト一 覧

PEG-NX70V

PEG-NX60

PEG-TG50

PEG-SJ33

カ テゴリー

PEG-NZ90

通信用
カードスロット

PEG-NX70V

PEG-NX60

PEG-TG50

PEG-SJ33

──

──

音楽再生
通信用カードスロット搭載

通信用カードスロット搭載

通信用カードスロット搭載

──

──

Bluetooth 機能
TM

BluetoothTM機能内蔵

（別売通信アダプターで対応） （別売通信アダプターで対応）

──

（別売モジュールを接続可能） （別売モジュールを接続可能）

BluetoothTM機能内蔵

日本語変換
入力
Webブラウザー

ATOK
Software Graffiti
NetFront v3.0 for CLIE
Xiino＊2
Xiino Cruiser ＊1 ＊2
Movie Player
Kinoma Player
Macromedia® FlashTMPlayer5＊3
Image Converter＊1
Kinoma Producer（お試し版）＊1
CLIE Mail
CLIE Mail Conduit＊1
メール
（Palm OS® 標準搭載）
Bejeweled！
（パズルゲーム）
Reversi
PooK（お試し本3 タイトル付属＊4）
CLIE Camera S
CLIE Camera
Movie Recorder
CLIE Viewer
PictureGear Pocket
PhotoStand
QuickTime5＊1
PictureGear Studio＊1
PictureGear Lite＊1
TVscape
TVscape Conduit＊1
Navin'You Pocket
MapCutter＊1
Navin'You Pocket専用マップサンプル版
Photo Editor
CLIE Paint
CLIE Album
Picsel Viewer for CLIE
Documents To Go® Standard Edition
World Alarm Clock（アラーム機能付き）
Voice Recorder
CLIE Memo
CLIE Remote Commander
Edy Viewer
SFCard Viewer
Image Upload Utility
Remote Camera
英和・和英辞書
インターネット設定
CF Utility
通信アダプターユーティリティ
Sound Utility
Sound Converter＊1
Sound Converter 2＊1
CLIE Files
Memory Stick Gate
Memory Stick Import
Memory Stick Export＊1
Memory Stick Autorun
Memory Stick Backup
Intellisync Lite for Sony CLIE＊1

液晶ディスプレイ
ハイレゾワイド（320×480）

ハイレゾワイド（320×480）

ハイレゾ（320×320）

ハイレゾ（320×320）

静止画/動画変換

カメラ

──

ハードウェア
キーボード

──

──

──
ハードウェアキーボード搭載

ハードウェアキーボード搭載

FeliCaリーダー

ハードウェアキーボード搭載

ハードウェアキーボード搭載 （別売モジュールを接続可能）

──

──

──

「メモリースティック」
スロット

「メモリースティック」

「メモリースティック」

「メモリースティック」

動画撮影／再生機能

「メモリースティックデュオ」
＊1

「メモリースティックPRO」

動画撮影／再生

「メモリースティックデュオ」
＊1

「メモリースティックPRO」

動画撮影／再生

「メモリースティックデュオ」
＊1

「メモリースティックPRO」

動画再生

「メモリースティックデュオ」
＊1

「メモリースティックPRO」

動画再生

「メモリースティック」
「メモリースティックデュオ」

動画再生

音楽再生機能
音楽再生

ボイス録音機能

ボイス録音

音楽再生

ボイス録音

音楽再生

ボイス録音

音楽再生

音楽再生

ボイス録音

「Reversi」
付属

＊2

ゲーム

インターネット＆
メール

──

──

インターネット＆メール＊3

インターネット＆メール＊3

──

インターネット＆メール＊3

インターネット＆メール＊3

──

「Bejeweled!」
付属

インターネット＆メール＊3

OS
日本語版Palm OS® 5（Ver.5.0） 日本語版Palm OS® 5（Ver.5.0）

CPU

メモリー
（DRAM／ROM）

外形寸法

200MHz

16MB／16MB

200MHz

16MB／16MB

（フラッシュ）

約 幅75×高さ141
×奥行き22.2mm
（カメラ部のぞく）

日本語版Palm OS® 5（Ver.5.0） 日本語版Palm OS® 5（Ver.5.0）

200MHz

16MB／16MB

（フラッシュ）

約 幅72.3×高さ136.0
×奥行き23.5mm

e-Bookビューワー
カメラ

200MHz

16MB／16MB

マルチメディア ビューワー
画像ビューワー
動画再生
画像ファイルマネージメント
テレビ番組表ビューワー
地図ビューワー
地図切り出し
サンプル地図データ
ペイント
アルバム
マルチドキュメントビューワー
ワープロ・表計算
世界時計
ボイス録音
手書きメモ
マルチリモコン
Edyカードビューワー
Suicaカードビューワー
イメージステーション専用ユーティリティ
リモートカメラ機能
辞書
ユーティリティー

日本語版Palm OS® Ver.4.1

66MHz

16MB／8MB

（フラッシュ）

約 幅72.3×高さ136.0
×奥行き23.5mm

ゲーム

──

FeliCaリーダー
「メモリースティック」

メールソフト

（別売モジュールを接続可能）

31万画素CMOS

200万画素CCD

（フラッシュ）

約 幅71.6×高さ126
×奥行き16.2
（カバーなし12.5）mm

約 幅72.5×高さ107.8
×奥行き22.0
（カバーなし16.5）mm
®

質量

293

約
g
（スタイラス、バッテリー含む）

約

220g

約

220g

約

184g

（カバーなし約158g）

約

172g

（カバーなし約152g）

®

PEG-NX60

PEG-TG50

PEG-SJ33
−

SonicStage＊1

（別売モジュールを接続可能）

PEG-NX70V

CLIE Launcher
アドレス
予定表
To Do
メモ帳
電卓
CLIE Palm Desktop＊1
Audio Player

音楽著作権保護技術「OpenMG」対応・
圧縮音楽ファイル管理・再生ソフト

Web巡回ソフト
動画/Flash表示・再生
ハイレゾワイド（320×480）

PEG-NZ90

ソフトウェア

ランチャー
PIM
（Personal Information Manager)

®

−
−
−
−

−
−

−
−

−
−

−

−

−

−

−
−
−
−

−

−

−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−

−

−
−
−

−
−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

−

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−

−

−

−

−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−

®

®

®

＊1：Windows 版（Windows 98 Second Editon ／Windows Millenium Editon ／Windows 2000 Professional ／Windows XP Professional ／Windows XP Home Editon ）
＊2：90日間の試用限定版です。＊3：Flashのコンテンツによっては再生できないものがあります。＊4：筒井康隆『筒井康隆100 円文庫全セット』オンライン出版／平成暮らしの研究
会編『通勤電車のヒマつぶし本』河出書房新社／綿矢りさ
『インストール』河出書房新社。

＊1：アップグレードにより使用可能になります。ただし、マジックゲート機能には対応しません。＊2：ただし対戦相手が必要です。＊3：携帯電話やPHS通信カードなどの機器が必要になります。
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※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
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P E G - N Z 9 0／ N X 7 0 V／ N X 6 0／ T G 5 0／ S J 3 3 本 体 部の主な仕 様
モデル

PEG-NZ90

PEG-NX70V

OS

PEG-SJ33

200MHz

66MHz

16MB／16MB（フラッシュ）

＊1

インターフェース

PEG-TG50

日本語版PalmOS® Ver.4.1

CPU

メモリー（DRAM ／ROM）

PEG-NX60

日本語版PalmOS® 5 （Ver.5.0 ）

16MB／16MB

16MB／8MB（フラッシュ）

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

320×480ドット／65,536色

320×320ドット／65,536色

約 幅75×高さ141
×奥行き22.2mm
（カメラ部のぞく）

約 幅72.3×高さ136.0
×奥行き23.5mm

約 幅72.3×高さ136.0
×奥行き23.5mm

約 幅71.6×高さ126
×奥行き16.2
（カバーなし12.5) mm

約 幅72.5×高さ107.8
×奥行き22.0
（カバーなし16.5) mm

質量

約293g
（スタイラス、バッテリーを含む）

約220g

約220g

約184g
（カバーなし約158g)

約172g
（カバーなし約152g)

主な付属品

USBクレードル、USBケーブル
、
（HotSync® 用・プリンター接続用）
バッテリーパック、ACアダプター、 USBクレードル、ACアダプター、ACコード、プラグアダプター、スタ
ACコード、AVケーブル、スタイラ イラス、ステレオヘッドホン、リモートコントローラー、ハンドストラップ、
ス、ステレオヘッドホン、リモートコ インストールCD‐ROM
ントローラー、ハンドストラップ、イ
ンストールCD‐ROM

バッテリー

ビ
ジ
ュ
ア
ル
機
能

USB、BluetoothTM（詳細は31
USB、BluetoothTM（詳細は31
ページに別掲）
、赤外線ポート、
、赤外線ポート、 USB、赤外線ポート、
「メモリースティック」スロット、通信用カー ページに別掲）
「メモリー
「メモリースティック」スロット、 USB、赤外線ポート、
、AVリモコン用ポート、ヘッド 「メモリースティック」スロット、 スティック」スロット、ヘッドホ
通信用カードスロット
（詳細は31 ドスロット
（詳細は31ページに別掲）
ページに別掲）
、FeliCaリーダー、 ホン・ステレオミニジャック
AVリモコン用ポート、ヘッドホ ン・ステレオミニジャック
AVリモコン用ポート、ヘッドホ
ン・ステレオミニジャック
ン・ステレオミニジャック

ディスプレイ＊2

外形寸法

PEG-NZ90
最大動画連続再生可能時間

リムーバブル
リチウムイオンポリマー充電池

使用可能時間＊3

USBケーブル、ACアダプター、
USBクレードル、ACアダプター、
ACコード、プラグアダプター、
ACコード、プラグアダプター、
スタイラス、ステレオヘッドホン、
スタイラス、ハンドストラップ、
ハンドストラップ、インストール
インストールCD‐ROM
CD‐ROM

内蔵型リチウムイオンポリマー充電池

約300枚（1600×1200ドット）
約340枚（1600×1072ドット）
最大静止画記録可能枚数 約400枚（1280×960ドット）
約1,000枚（800×600ドット）
＊4＊5
（JPEG形式）
約1,600枚（640×480ドット）
約2,800枚（320×480ドット）
約4,000枚
（320×240ドット）
最大動画撮影可能時間＊4 ＊6

約11日間

約17日間

撮像素子

レンズ
合焦範囲
レンズ回転
フラッシュ推奨距離
カメラファインダー
（本体ディスプレイ上）
ズーム
露出補正

ビ
ジ
ュ
ア
ル
機
能

ホワイトバランス
エフェクト
フラッシュモード
赤目軽減
セルフタイマー

記録画像サイズ（撮影時）

記録フォーマット

有効画素数200万画素
1／2.7インチインターレース
スキャン方式CCD撮像素子
（総画素数211万画素）

有効画素数31万画素
1/5.5インチプログレッシブ
スキャン方式CMOS撮像素子
（総画素数37万画素）

F2.8焦点距離f=5
F2.8焦点距離f=2.62
（35mmフィルム換算f=33mm）
（35mmフィルム換算f=約50mm）
レンズカバー付き

──

──

──

──

──

──

──

──

──

オ
ー
デ
ィ
オ
機
能

ボ
イ
ス
録
音
機
能

記録媒体

通
信
用
カ
ー
ド
ス
ロ
ッ
ト
機
能

SP：22kHz、LP：8kHz

──

最大録音可能時間＊4

約6時間（HOLDスイッチをオンでディスプレイ消灯時）／
約2.5時間（HOLDスイッチをオフでディスプレイ点灯時）

ワイヤレスLANカード
IEEE802.11b（WiFi）

──
──

静止画：320×240ドット
動画：320×224ドット

静止画：320×240ドット、
160×240ドット
動画：320×224ドット

──

──

──

2倍デジタルズーム
（800×600ドット以下の
画サイズの場合のみ）

2倍デジタルズーム

──

──

──

BluetoothTM通信距離

-2〜+2（5段階）

──

──

──

対応OS＊14

オート、太陽光、曇天、電球、蛍光灯

オート、屋内（白熱灯）、屋内（蛍光灯）、屋外

──

──

──

なし、モノトーン、セピア

なし、モノトーン、セピア、ネガ、ソラリ

──

──

──

オート／強制発光／発光禁止

──

──

──

──

ON／OFF

──

──

──

──

──

──

──

静止画：320×480ドット
（縦）
、320×240ドット、160×120ドット
動画：426×320ドット、320×240ドット、160×112ドット

静止画：320×480ドット
（縦）、
320×240ドット、160×120ドット
動画：426×320ドット、320×240
ドット、160×112ドット

静止画：320×240ドット、
160×120ドット
動画：320×240ドット、
160×112ドット

静止画：320×240ドット、
160×120ドット
動画：最大320×240ドット

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

約10m＊12

──

ワイヤレスLANカード PEGA-WL100

●NTTドコモ：P-in M@ster、P-in Comp@ct
CFE-01、CFE-02、AH-N401C＊10 、
本多エレクトロン AH-H401C＊10、TDK RH2000P

──

静止画：JPEG（DCF）形式
動画：Movie Player形式

──

●DDIポケッ
ト：NECインフロンティア

PHS通信カード＊9

──

──

約6.5時間（HOLDスイッチをオンでディ
スプレイ消灯時）／約2.5時間（HOLD
スイッチをオフでディスプレイ点灯時）

コンパクトフラッシュTM TypeII
（通信機能のみ）

──

──

──

SP：約190分、LP：約520分

──

──

約10時間（HOLDスイッチをオンでディ
スプレイ消灯時）／約4時間（HOLDス
イッチをオフでディスプレイ点灯時）

録音サンプリング周波数

──

静 止 画：6 4 0 × 4 8 0ドット、
320×480ドット
（縦）
、320×
240ドット、160×120ドット
動画：160×112ドット

約4.5時間（HOLDスイッチをオンでディ
スプレイ消灯時）／約3時間（HOLDス
イッチをオフでディスプレイ点灯時）

──

260度

静止画：1600×1200ドット、
1 6 0 0×1 0 7 2ドット（ 3：2 ）、
1280×960ドット、800×600
ドット、640×480ドット、320×
480ドット
（縦）
、320×240ドット
動画：160×112ドット

──

IMA ADPCM
（1ch,4bit）

0.5〜1.5m

──

──

ボイス録音フォーマット

オープンスタイル／ターンスタイル

──

──

約4時間（HOLDスイッチをオンでディスプレイ消灯時）／
約2.5時間（HOLDスイッチをオフでディスプレイ点灯時）

──

──

──

音楽連続再生可能時間

──

あり
（静止画撮影時のみ）

──

ATRAC3方式：約120分（ビットレート132kbps）
、約160分（ビットレート105kbps）
、約240分（ビットレート66kbps）

──

アナログモデムカード＊9

TDK DF56CF、加賀電子 iTAX-56K、CF56R-BJ

電池持続時間

＊13

──

ATRAC3方式、MP3方式／44.1kHz

＊7

0.3m〜∞

パ
ソ
コ
ン
動
作
環
境

PEG-SJ33
約10時間
（バックライトオフで再
生した場合）
／約4時間
（バック
ライトオンで再生した場合）

「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」
、
「マジックゲートメモリースティックデュオ」
、
「メモリースティックデュオ」

再生信号圧縮方式／
再生サンプリング周波数
最大録音時間

PEG-TG50

20Hz〜20,000Hz

0.1m〜∞

‐2〜+2（1/3ステップ）

約1,000枚（640×480ドット）
約2,000枚（320×240ドット）
約6,000枚（160×120ドット）
約1,500枚（320×480ドット）

再生周波数特性

スロットタイプ
カメラ部

PEG-NX60

約70分（高画質モード）／120分（標準モード）

最大音声連続録音
可能時間＊4＊8
約10日間

PEG-NX70V

約3時間（バックライトオフで再生した場合）／約2時間（バックライトオンで再生した場合）

連続データ通信時

＊11

約10m＊12

──

約2.5時間

──

MicrosoftR WindowsR98 Second Edition／WindowsR Millennium Edition／WindowsR2000 Professional／WindowsR XP Home Edition／WindowsR XP Professional

CPU

PentiumRⅡ 400MHz以上（PentiumRⅢ 500MHz以上推奨）

RAM

96MB以上（128MB以上推奨。但しWindowsR XPの場合は256MB以上推奨）

ディスプレイ

ハイカラー以上（800×600ドット以上推奨）

HDD＊15

200MB以上の空き容量（350MB以上推奨）

150MB以上の空き容量

USBポート／CD-ROMドライブ＊16

接続ポート／ドライブ

FM音源（16和音）、モノラル
FM音源（16和音）、モノラル
FM音源（16和音）
、モノラル
スピーカー、ジョグダイヤル、 FM音源（16和音）
、モノラルスピーカー、ジョグダイヤル、モノ スピーカー、ジョグダイヤル、
スピーカー、ジョグダイヤル、
モノラルマイク、LED：REC ラルマイク、LED：REC LED、Power&Charge LED 、
「メモリー モノラルマイク、LED：REC
LED：Power&Charge LED 、
LED、Power&Charge LED 、 スティック」アクセスLED
LED、Power&Charge LED 、
「メモリースティック」アクセス
「メモリースティック」アクセス
「メモリースティック」アクセス
LED
LED、BluetoothTM LED
LED、BluetoothTM LED

その他

＊1：ユーザー使用可能領域はPEG-NZ90／NX70V／NX60／TG50では約11MB。PEG-SJ33では約15MBです。＊2：画面の明るさは外部の光量により異なります。＊3：予定表などのPIMアプリケーションをバックライトオ
フで1日30分間使用した場合。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。＊4：128MB「メモリースティック」使用時。＊5：スタンダー

画像サイズ
（再生時）
（本体ディスプレイ上）

再生フォーマット

動画連続記録可能時間
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約１時間
（HOLDスイッチをオフでバック
ライトを最小で記録した場合）

約3.5時間（HOLDスイッチをオンで記録し
た場合）／約1.5時間（HOLDスイッチをオ
フでバックライトを最大で記録した場合）

通信機能のみ）
のもの。最新対応状況は「クリエホームページ」http://www.nccl.sony.co.jp/をご覧ください。＊10：対応ドライバのダウンロードが必要となります。クリエホームページ内「SUPPORT」(http://www.nccl.sony.co.jp/)
のダウンロードページにてご確認ください。＊11：ワイヤレスLANカードPEGA‐WL100 使用時。＊12：1台の「クリエ」でBluetoothTM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。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。BluetoothTM機器はすべての機器間で接続動作が確認されて

静止画：JPEG
（DCF）
形式、
動画：KINOMA形式

静止画：JPEG（DCF）形式、動画：Movie Player形式、MPEGムービー形式

ドモード撮影時。＊6：連続での最大撮影時間は約60分です。＊7：別売の「マジックゲートメモリースティック」MSG‐128A使用時。＊8：
「メモリースティック」にファイル保存する場合。＊9：2003年1月現在動作確認済み
（データ

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。BluetoothTM機能搭載「クリエ」やBluetoothTM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。最新情報をクリエ
ホームページ内「SUPPORT」
（http://www.nccl.sony.co.jp/）
のダウンロードページにてご確認ください。＊13：CLIE Palm Desktopソフトウェアおよび、付属のCD‐ROMに収録されているソフトウェアを使うには、以下のシステ
®

®

ムのパソコンが必要です。＊14：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。Windows 2000／Windows XPでは、Administrator権限での
®

®

、
みご利用になれます。Windows 2000の場合、Windows 2000のログイン名を半角アルファベットにする必要があります。＊15：CDデータベースのインストールには185MB 以上（HDD CD データベースをインストールする場合）

──

──

──

音楽ファイルの保存にはファイル容量に相当する領域が必要となります。OSのバージョンによっても必要な空き容量は異なります。＊16：WDMによるデジタル再生機能に対応していないドライブでは、CDからの録
音に等速録音の数倍の時間がかかる場合があります。※音楽再生や動画記録・再生、インターネットからのコンテンツのダウンロード等の操作をするためには、別売の「メモリースティック」が必要となります。

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※画像はスチル写真によるイメージです。※画面はハメコミ合成です。
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製 品 情 報 から、サ ポート、多 彩な楽しみ 方まで。
情 報ぎっしりの『クリエホームページ』。

ネットアルバムをつくる。コミュニケーションが広がる。
新しい楽しみが始まる
「イメージステーション」
。

www.sony.jp/CLIE

www.imagestation.jp

新製品のご案内はもちろん、機能説明、関連製品情報、サポート情報、

自分で撮った画像をアップロードする

「クリエ」の活用ガイドまで揃った『クリエホームページ』
。無料アップ

だけで、手軽にアルバムにしてネット公

グレードやお得なキャンペーンなど、見逃せない情報もいっぱいの

開ができます。さらに、アルバムの写真

楽しいホームページです。さらに、
「クリエ」のサービスポータルサイト

をプリント注文＊したり、ハードカバーの

『CLIÉ Style』では、ソフトウェアダウンロードや情報検索なども
楽しめます。また、
「クリエ」の最新モデルや関連製品などを中心とした、

製本アルバム注文＊もできます。
＊詳しくは『イメージステーション』をご覧ください。

ソニーのショッピング情報サイト
『PDAスタイル』
も開設しています。
●『PDA

安心・充実のサポート体制

スタイル』www.jp.sonystyle.com/peg/

●特典豊富な
「カスタマー登録」：カスタマー登録いただければ、保

証期間が1年間に延長＊されるほか、アップグレードソフトウェアのご
提供などさまざまなサービスがご利用いただけます。
＊付属の保証書での保証期間は、3カ月です。

●修理ご依頼品は自宅で受け渡し：修理のご依頼は、お電話いただけ

れば、ご自宅までお伺いし、本体をお引き取りします。梱包も不要です。
●「クリエホームページ」
で最新情報を提供 ： 活用法や最新の
『CLIÉ Style』www.cliestyle.net/

CLIEポータルサイト画面

サポート情報・イベント情報などを、WEB上でご提供します。

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。

PEG-NZ90／NX70V／NX60／TG50／SJ33では ●主要部の
はんだ付けに無鉛はんだを使用しています。●主要部のプリント配
線板、およびキャビネットにハロゲン系難燃剤を使用しておりません。
●包装材に段ボール組み立て式のクッションを使用しています。
●外箱の表層に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。再資源化できます。

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。

＊ eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

モバイル環境での
使いやすさを追求した「Palm OS®」搭載。
「Palm OS 」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

安全に関するご注意

あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。
電車やバスなど、公共の場でのヘッドホンをご使用になる際
は、AVLSモード（快適音量）
に切り換えて、まわりの方に迷惑
がかからないようお気をつけください。

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

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

ジャストシステムの登録商標です。 ●NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国に

画素欠けや常時点灯する画素等があります。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

おける登録商標または商標です。 ●Adobe及びAcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビ
システムズ社）の商標です。 ●Picsel及びPicselロゴはPicsel社の商標です。 ●SuicaはJR東日

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。
商品使用上のご注意 ●他社製のソフトウェアは、動作保証しておりません。ご利用のソフトウェアに
よっては、グラフィティエリアの表示色が変化する場合がありますが、これは故障ではありません。
また、ハードウェアの変更にともなって、一部動作に不具合の発生するソフトウェアもあります。

本の登録商標です。 ●Edyはビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービス
のブランドです。 ●FlashおよびMacromedia Flashは、Macromedia, Inc.の米国およびその他の国
は株式会社イリンクスの登録商標です。
における商標または登録商標です。 ● Xiino（ジーノ）

●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
はソニー株式会社の商標です。 ●「クリエ」、
「クリエ」ロゴおよび「ク
使用できません。 ●

● Documents To Goは、米国およびその他の国におけるDataViz,Inc.の商標、もしくは登録商標
です。● QuickTime,QuickTimeのロゴはApple Computer,Inc.の商標です。 ● Intellisyncは米国

リエギア」ロゴはソニー株式会社の商標です。 ●FeliCaおよびFeliCaロゴはソニー株式会社の
商標です。 ●Palm OS, Graffiti, HotSync, HotSyncのロゴはPalm, Inc.またはその子会社の米国及

Pumatech, Inc.の商標、または登録商標です。 ● KinomaはKinoma社の登録商標です。● P-in
M@ster、P-in Comp@ctはNTTドコモの商標です。 ●Air H"、C@rd H"64はDDIポケットの登録

びその他の国における登録商標であり、Palm,Palm Powered,Palm Desktop,Palmのロゴ、Palm

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

Poweredのロゴ、PalmOS5のロゴはPalm,Inc.またはその子会社の商標です。 ●Bluetoothおよ

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

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。

中ではTM、® マークは明記していません。 ●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。

●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およびその他の国における登録商標です。 ●ATOKは株式会社

http://www.sony.jp/CLIE/

クリエホームページ

ソニー株式会社

お買い求めは信用ある当店へ

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

ソニーマーケティング株式会社
〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18
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
＊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。
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