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品切れの際はご容赦ください。

カラー：グラファイトグレー
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ターン

通信カード
スロット搭載

インテル
PXA250
（200MHz）
高速CPU
®

31万画素
「回転カメラ」

先端のスペック。充実のハードウェア。
◎ 最先端のPalm OS ® 5（Ver.5.0）
。高速CPU、

◎ 音声付き動画が連続最大約60分、合計で最大約120分撮影

インテル PXA250（200MHz）搭載。

＊

できる「Movie Recorder」。＊別売128MBの「メモリースティック」使用時。

®

◎ 多彩なワイヤレス接続を実現する、通信用カード

スロット搭載。

楽しみがつながる、広がる。豊富なソフトウェア。

◎ 高画質な静止画が手軽に撮れる
「CLIE Camera」
。
LANカード装着時

◎ 動画も静止画も撮影できる高画質31万画素

「回転カメラ」
。

◎ ワイド画面で動画が楽しめる
「Movie Player」
。
◎ 全画面表示に対応。高度な機能を実現したブラウザ−「NetFront」
。
◎ 静止画や動画、ボイスメモも送信できる
「CLIE Mail」
。

◎ 動画も静止画もきれいに楽しめる320×480

ドットたて型ハイレゾカラー液晶。
◎ 音楽再生も手軽に楽しめる。リモコン操作でもっと便利。
◎ パソコン感覚の文字入力を実現するハードウェアキーボード。

◎ 使いたいソフトをすぐ起動。新ランチャー
「CLIE Launcher」搭載。
◎ その場でさっとボイス録音が楽しめる
「Voice Recorder」
。
◎ Microsoft® Outlook、Word、Excelとも連携可能。

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

www.sony.co.jp/CLIE

コミュニケーションも映像の楽しみも、ワイヤレスでつながる、ネットワークで広がる。
通信用カードスロット搭載でますますスマートにワイヤレス接続

動画も写真もきれいに撮れる。高画質の大画面で見られる

コンパクトフラッシュTMタイプの通信カード＊1を直接させる通信用カードスロット

３１万画素の「回転カメラ」を搭載。静止画はもちろん、動画も手軽に撮影できます。撮っ

を搭載。PHS通信カード＊1を使って屋外で、ダイレクトにインターネットに接続し

た静止画や動画は、たて型ワイド画面を使って高画質に楽しめます。

たり、別売のワイヤレスLANカードPEGA-WL100を使って、2.4GHz帯のワイヤ

■音声付き動画が、連続最大60分、合計で最大120分＊の
撮影できる
「Movie Recorder」＊別売128MBの「メモリースティック」使用時。

レスＬＡＮ環境のあるオフィスやアクセスポイントが設置されたカフェ＊2などにも
ワイヤレスでアクセスできます。WEBブラウザーに高度な機能を持つ「NetFront」
、

新開発Movie Player形式で動画を撮影する「Movie Recorder」
。内蔵

メールソフトに、動画なども添付できる「CLIE Mail」を搭載しています。

ワイヤレスLAN カード

＊1：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。
＊2：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。

オープン価格
10月19日発売予定

PEGA-WL100

のモノラルマイクを使って音声も同時に記録できます。
■高画質な静止画が手軽に撮れる
「CLIE Camera」
高画質なＪＰＥＧ画像が撮影できる
「CLIE Camera」
。解像度は640×

自分のスタイルに合わせてカスタマイズできる「CLIE Launcher」

480ドット、320×480ドット
（縦）
、320×240ドット、160×120ドットから
選択可能。２倍のデジタルズーム機能も搭載しました。
■迫力の大画面で動画やテレビ番組を楽しめる
「Movie Player」

アプリケーション選択画面（ランチャー）
に、オリジナルの「CLIE Launcher」を

320×480ドットのハイレゾカラー液晶を活かした横長画面再生も可能な「Movie Player」。

採用。ジョグダイヤルで、スピーディーにアプリケーションを選択・起動。ショー

「Movie Recorder」で撮影した動画はもちろん、形式変換したパソコン内の動画を「メモリー

トカットエリアによく使うアプリケーションのアイコンを配置したり、使わない
アプリケーションをメニューから削除したりと自分の使いやすいようにカスタ

スティック」に取り込んで再生することも可能です。また、
「Giaga Pocket」を搭載したバ

マイズも可能です。また、画面上部にはゴミ箱アイコンや赤外線通信アイコ

イオと組み合わせれば、テレビ番組も横長のワイド画面で楽しめます。

ンを含む編集操作アイコンを配置するなど、機能性もアップしています。

■PEG-NX70V（ 本 体 部 ）の 主 な 仕 様

● OS：日本語版Palm OS® 5
（ Ver.5.0） ● CPU：インテ
ル® PXA250（200MHz）●メモリー／フラッシュメモリー：16MB＊1／16MB ●インターフェース：USB、赤外線、
「メ

■ PEG-NX70Vの 付 属 ソフトウェア ●ランチャー：CLIE Launcher ● PIM（Personal Information
Manager）
：アドレス帳、予定表、To Do、メモ帳、電卓、CLIE Palm Desktop＊1 ●音楽再生：Audio Player Ver.3.0

モリースティック」スロット
（マジックゲート対応）
、リモコン用赤外線、通信用カードスロット
（コンパクトフラッ
シュTM TYPE II、通信用のみ対応）●ディスプレイ＊２：バックライト搭載TFTカラー液晶 ●表示解像度／表

●SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理・再生ソフト：SonicStage

示色：320×480ドット／65,536色 ●カメラ機能 ◎イメージセンサー：約31万画素 1／5.5インチCMOSイメージ
センサー ◎レンズ：F2.8焦点距離 f=2.62（35mmフィルム換算 f=約50mm）◎撮影距離：0.3m〜∞ ◎レンズ
回転：260 度 ◎カメラファインダー
（静止画／動画）
：320×240ドット、160×240ドット／320×224ドット ◎ズー

Player 5＊2 ●動画・静止画変換：Image Converter＊1 ●メールソフト：CLIE Mail Ver.2.0、CLIE Mail Conduit＊1 ●eBookビューワー：PooK ●カメラ：CLIE Camera、Movie Recorder ● 画像ビューワー：CLIE Viewer、PhotoStand
Ver.1.4 ●動画再生：QuickTime5＊1 ●画像ファイル加工・管理：PictureGear Studio＊1 ●テレビ番組表ビューワー：

ム：2倍（デジタルズーム） ◎明るさ調整：-2〜+2（5段階） ◎ホワイトバランス：オート、屋内・白熱灯、屋
内・蛍光灯、屋外 ◎エフェクト：なし、モノトーン、セピア、ネガ、ソラリから選択可能 ◎セルフタイマー：あり
（静止

TVscape、TVscape Conduit＊1 ●地図ビューワー：Navin' You Pocket ●地図切り出し：MapCutter＊1 ●サンプル地
図：Navin' You Pocket専用マップサンプル版 ●ペイント：Photo Editor ●アルバム：CLIE Album ●ワープロ・表計

、120分（標準モード）◎最大JPEG静止画記録
画撮影時のみ）◎最大動画撮影時間＊3：70分（高画質モード）
枚数＊3：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）●オーディオ機能 ◎オーディオ再生周波数特性：20〜20,000Hz ◎最大録音時

（アラーム機能付き）●ボイス録
算：Documents To Go® Ver.5.0 Standard Edition ●世界時計：World Alarm Clock
音：Voice Recorder ●手書きメモ：CLIE Memo ●マルチリモコン：CLIE Remote Commander Ver.1.3 ●辞書：英和・
和英辞書 ●ユーティリティ：CF Utility、Sound Utility Ver.1.2、Sound Converter 2＊1、CLIE Files、Memory Stick

間（ATRAC3方式）
：120分（ビットレート132kbps）、160分（ビットレート105kbps）、240分（ビットレート
66kbps）◎音声圧縮方式：ATRAC3、MP3 ◎ボイス録音フォーマット／最大録音時間＊3：IMA ADPCM／約190
分（SP）
、約520分（LP）●外形寸法：約幅72.3×高さ136.0×奥行23.5mm ●質量：本体約 220g ●電源／使

Import、Memory Stick Export Ver.1.3＊1、Memory Stick Backup、Intellisync Lite for Sony CLIE＊1

Graffiti

●Webブラウザ−：NetFront

v3.0 for CLIE

Ver.1.5＊1

●日本語変換：ATOK ●入力：Software

●動画／Flash表示・再生：Movie

Player、Macromedia® FlashTM

＊1：Windows® 版（Microsoft® Windows® 98 Second Edition／ Windows® Millennium Edition／ Windows® 2000 Professional／ Windows® XP
Home Edition／Windows® XP Professional）
。＊2：Flashコンテンツによっては再生できないものがあります。

用可能時間：内蔵型リチウムイオンポリマー充電池／通常使用約10日間＊4

■パソコン動作環境

＊1：ユーザー使用可能領域は11ＭＢ。＊2：画面の明るさは外部の光量により異なります。＊3：128MB「メモリースティック」使用時。また、最大連続
撮影時間は約60分です。＊4：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。

Edition／ Microsoft® Windows® Millennium Edition／ Microsoft® Windows® 2000 Professional／ Microsoft®
Windows® XP Home Edition／Microsoft® Windows® XP Professional
（日本語版標準インストール）● CPU：

●適応パソコン：IBM

PC／AT互換機

＊1

●対応OS

：Microsoft® Windows® 98 Second

Pentium® II 400MHz相当以上（Pentium® III 500MHz以上推奨）● RAM：96MB以上（128MB以上推奨。但し
Windows® XPの場合は256MB以上推奨）●HDD：200MB以上の空き容量＊2（350MB以上推奨）●接続ポート：
USBポート ●ドライブ：CD-ROMドライブ＊3 ●ディスプレイ：ハイカラー以上（800×600ドット以上推奨）
＊1：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。＊2：CDデータベー
スのインストールには100MB以上、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。＊3：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。

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。

安全に関するご注意

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、キャビネットや液晶を破損した。

a

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。

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

●コンパクトフラッシュはサンディスク社の商標です。●PentiumはIntel

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

●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。

Corporationの商標または登録商標です。

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。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽し

●ATOKは株式会社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

はソニー株式会社の商標です。●「ク

の国における登録商標または商標です。●Documents To Goは、米国およびその他の国におけるDataViz,Inc.

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。●

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

の商標、もしくは登録商標です。●Macromedia Flashは米国及びその他の国におけるMacromedia,Inc.の商標

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あり、Palm、Palm Powered、Palm

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

Desktop、Palmのロゴ、Palm Powered のロゴ、HotSyncのロゴ、PalmOS5のロゴはPalm, Inc.またはその子会社

国Pumatech, Inc.の商標、または登録商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、

の商標です。●Bluetoothは、その権利者が所有している商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。

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。

クリエホームページ

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。

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニー株式会社
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

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

お買い求めは信用ある当店へ

◎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
＊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。

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。
CWTP-1 Printed in Japan. （84991179）RY
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