パーソナル エンターテインメント オーガナイザー

PEG-NZ90

200万画素で撮る。ネットワークで広がる。
すべてが新しいパフォーマンスとクオリティー。
「 クリエ 」N Z 9 0 、登 場 。

手 帳 型 ネット ワ ー ク

http://www.sony.jp/CLIE/
●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。
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撮 る・見 る・コミュニ ケ ーション するクオリティーを、
さらに 進 化させる2 0 0 万 画 素 C C D「 回 転 カメラ」搭 載 。
ワイヤレ ス・ネットワークが もっとアクティブ に つ なが る
B l u e t o o t h TM機 能 内 蔵 。
先 進 の ハ ードウェアとハ イス ペックを
研 ぎ 澄 まされ た ボ ディに 凝 縮した「クリエ 」N Z 9 0 。
そのすべてのパフォーマンスが、ブロードバンド・モバイルの
新しい スタイルを 提 案します。

オープン

ターン

オープン価格
2 月1 5 日発売予定

オープン&
ターン
デザイン

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

通信用
カード
スロット

BluetoothTM
モジュール
内蔵

Smart Lithium
バッテリーパック

200MHz

Palm OSR

「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

音楽 /
FM音源
再生機能

ハイレゾ液晶 /
フォント

メール＆
ATOK
PC
インターネット （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

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
※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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高 解 像 度 2 0 0 万 画 素 C C D「 回 転 カメラ 」搭 載 。
B l u e t o o t h T M 機 能内 蔵 。
次世代のクオリティーは、ここから生まれる。
ウ イン グ

W I N G

デ ザ イン

D E S I G N

液晶画面をオープン、ターン、と活用シーンに合わせて、
フォルムを変えられる斬新なデザインです。

BluetoothTM機能内蔵

通信用カードスロット

「メモリースティック」
スロット

デジタルカメラに迫る高解像度で、

通常使用約10日間、交換可能なリ

「クリエ」単体でバイオ、サイバー

コンパクトフラッシュTMタイプのPHS通

ビジネスファイルや画像ファイルなどの

プリントしてもきれいな画像。フラッ

ムーバブル 大容量リチウムイオンポ

ショットや 携 帯 電 話 など、多 彩 な

信カードで外出先でもインターネット。

データを快適に扱えます。アップグレー

シュ、接写、2倍デジタルズーム機

リマーバッテリー。 分単位でバッテ

BluetoothTM対応機器とワイヤレス・

ワイヤレスLANカードでオフィスやカ

ド＊により最大1GBの「メモリースティッ

能などで、多彩な撮影が楽しめます。

リー残量を表示します。

ネットワークを実現できます。

フェ＊などのLANへも対応可能です。

クPRO」
（ 別売）にも対応。大容量

＊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。

データへのアクセスを実現します。

200万画素CCD「回転カメラ」 「スマートリチウム」バッテリーパック

＊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。ただし、マジックゲート機能には対応いたしません。

スリムクレードル

FeliCa
（非接触ICカード）
リーダー

ハードウェアキーボード

アプリケーションボタン

ハイレゾカラー液晶画面

携帯にも便利な、折りたたみできるス

お手持ちのEdyカードやSuicaなど

使い慣れたパソコンと同じアルファ

画面をターンさせて操作するときも、

高解像度320×480ドットのたて型ワ

タンド付きの専用クレードル。AV出

をFeliCaリーダー部にかざして、残

ベット文字配列により、スピーディに

予定表、アドレス、To Do、メモ帳

イド画面。65,536色で、静止画も動

力、プリンター接続などもできます。

高などを確認できます。

入力ができます。

がワンタッチで起動できます。

画も美しく表示します。

05

※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。

2 0 0 万 画 素 で 撮 る、見 る、活 用 する。
ブ ロード バンド・クオリティーで 楽しむ 、
マ ル チメディア・ネットワーク。

プリント ア ウト
パソコンで写真アルバム

「 クリエ 」に 飾 る

テレ ビ で 見 る

「 クリエ 」で 撮 る

イメージステーション

撮るだけじゃない。
「クリエ」なら
200万画素の実力を楽しめる、広げる。

高画質は、
「クリエ」で、
テレビで、インターネットで。

「クリエ」なら、動画も高画質に、
撮る。楽しむ。
「 Movie Player」。

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

ハイレゾワイドカラー液晶で、
色調豊かに写真を楽しむ。

最大1600×1200ドットでのJPEG静止

65,536色の豊かな色調。320×

160×112ドットの動画を、連続で

画を撮影。最短10cmマクロ撮影、2倍

480ドットの迫力ある画面。
「クリエ」

最大約60分、合計で最大約120分＊

デジタルズーム 、フラッシュなどを装備。

なら、撮ったその場で楽しめます。

撮影できます。＊別売の128MBの「メモリースティック」使用時。

撮った静止画を
テレビの大画面に映し出す。

撮った動画も、テレビ番組も、
横長全画面再生で見る。

＊

「メモリースティック」に
音声付き動画を長時間記録。

＊800×600ドット以下の画サイズの場合のみ。

高画質だから、
「クリエ」で編集・
加工して楽しめる。使える。
個人で楽しむフォトスタンドやビジネスフォ
トアルバムとして「クリエ」やPCで多彩に活
用できます。アルバムに、フォトスタンドに、

Uク
Sレ
Bー
でド
直ル
接か
接ら
続

直 Aク
接 Vレ
接ケー
続ード
ブル
ルか
でら

クレードルとテレビを同梱のAVケーブルで

「Giga Pocket」搭載のバイオで

つなげば、
「クリエ」の高画質を大画面でも

録画したテレビ番組も、迫力の横

満喫できます。同時に「メモリースティック」

長ワイド画面で楽しめます。

さらにパソコンに取り込んで活用も可能。

内の音楽をＢＧＭとして楽しめます。

※PC上の動画も付属の「Image Converter」
で変換して持ち出す
ことができます。

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。

「クリエ」から直接
インターネットへアップロード。

音楽は「クリエ」で連れ出して楽しむ。

クレードルとプリンター＊をUSB接

撮った写真を「イメージステーション」

ATRAC3形式やMP3形式の音楽再生が可能。パソ

続すれば、パソコンなしでも、高画

で 手 軽に公 開。同 梱 のP Cソフト

コンから「メモリースティック」
（別売）に記録して、

質な写真をプリントできます。
＊対応するプリンターの機種は、
『クリエホームページ』
をご覧ください。

「 PictureGear Studio」を使えば 、

好きな音楽を気軽に持ち出せます。

製本アルバム注文もできます。
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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。

オフィス で、外 出 先 で、ワイヤレス で つ なぐ。
ス マートに ア クセス する。
さらに 進 化したワイヤレス・ネットワーク。

携帯電話
P H S 通 信 カ ード

BluetoothTM 機能

サ イ バ ー ショット

ワイヤレスLANカード

BluetoothTM 機能

「 クリエ 」
BluetoothTM 機能

バ イオ
BluetoothTM 機能

※写真のワイヤレスLANカードPEGA-WL100は別売です。

多彩なワイヤレス通信手段で、
さまざまな場所でネットワーク接続。

充実したブラウザー機能により、
モバイルで高度にインターネット活用。

Bluetooth TM 機能で、
データシェアリング。

外出先でも、ワイヤレスで
インターネットアクセス。

ホームページを
ハイレゾカラー大画面で楽しむ。

通信用カードスロットに装着した

高性能WEBブラウザーの搭載で、

BluetoothTM内蔵により、BluetoothTM対

PHS通信カード＊や、Bluetooth TM

多彩な画像や複雑なレイアウトの

応「クリエ」やバイオとダイレクトにデータ

対応携帯電話から、ダイヤルアップ

ホームページも美しく再現します。

交換が可能。HotSync® もワイヤレスで

接続が可能です。
＊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。

●ブックマーク&履歴機能

その他の主な特長
● Javaスクリプト対 応 ● JPEG、GIF
（アニ
メーションGIF含む）、PNG、MNGなどの画
像表示 ●SSL対応

対応「クリエ」やバイオと
ワイヤレスでデータ交換。

行えるので、パソコンとの連携や個人情
報の共有がいっそう手軽に実現できます。
Bluetooth TM 対応機器について詳しくは「クリエホームページ」
（www.sony.jp/CLIE）
をご覧ください。

オフィスや自宅、カフェ＊などの
ワイヤレスLANに接続。

写真や動画、ボイスメモも、
メールで送信できる。

通信用カードスロットに、別売の

メールも、320×480ドットの読みや

「クリエ」の画面で確認しながら、

ワイヤレスLANカードを装着す

すい全画面表示に。添付ファイル

リモート操作でサイバーショットの

れ ば 、2 . 4 G H z 帯 の ワイヤレ ス

の送信はもちろん、多彩なビジネス

シャッターが押せます。撮った画像

LAN環境のあるさまざまなシーン

ファイルなどの受信もできます。

は、サイバーショットの「メモリース

で、ネットワークアクセスが実現

その他の主な特長 ●自動メールチェック ●受
信静止画プレビュー ● アドレス帳との連携
● 受信メール分類 ● 最大8件までのメールア
ドレス登録

ティック」に記録されます。＊DSC-FX77。

できます。
＊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。
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サイバーショット＊を
ワイヤレスでリモート操作。

※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。

情 報を見る。データを使 いこなす。
毎 日をコントロール するための、
ビジネス＆パーソナ ル・ネットワーク。

ビジネスデータを活用する

パーソナルデータを
管理する

パソコンと連携する

ビジネスファイルは、
「 クリエ」で閲覧。
「Picsel Viewer for CLIE」
。

Word、Excel、PowerPoint® 、
PDFファイルをハイレゾ大画面で見る。

EdyやSuicaの残高などを確認する
「Edy Viewer/SFCard Viewer」
。
Edy Viewer

ワイヤレスで
データをやり取りする

パーソナルデータを、便利に多彩に
活用できるソフトも充実。

FeliCaリーダー部に
かざすだけで、残高確認。

使いやすくカスタマイズできる
ランチャー。

Word、Excel、PowerPoint® 、PDFな

Edy ViewerはEdyカードの残高/取

よく使うアプリケーションのアイコンを

どのファイルを、PCでの形式変換なし

引履 歴の確認、SFCard Viewer＊

ショートカットエリアに置くなど、自分

に直接閲覧が可能。ワイヤレスで送ら

はSuicaの残額の確認が可能です。

のスタイルに合わせて設定できます。

れてきたファイルも「メモリースティック」

※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

役立つシーンの多い英和／和英辞書。

に保存するだけで閲覧が可能です。

外出先などで、いつでも手軽に調べら

※一部閲覧できないファイルがある場合があります。

パンやズームなど、
多彩な表示で書類を活用。

れる便利な辞書機能を搭載しています。

必要な情報は音声で記録する、
「Voice Recorder」。

「クリエ」
で読書を楽しむ
「PooK」
。

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
示や横画面での表示も可能。拡大し
ても文字がクリアに表示されます。

内蔵モノラルマイクで、
すばやくボイスメモ。

文庫本感覚で読書が楽しめるe‐
Bookビューワー。ジョグダイヤルで

「クリエ」での再生はもちろん、パソ

ページがめくれます。

コンでの再生やメール添付など、多
彩に活用が可能。
「メモリースティッ

毎日、便利に使える充実したステーショナリー機能。

ク」
（別売）
に長時間録音もできます。

＞＞
大きな書類もパン操作で快適。

見たいところをすばやくズーム。

予定表

1 1

アドレス

To Do

メモ帳

「CLIE Memo」

※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。

P E G - N Z 9 0 付 属ソフト 一 覧

ランチャー
PIM
（Personal Information
Manager)

音楽再生
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
日本語変換
入力
Webブラウザー
動画/Flash表示・再生
静止画/動画変換
メールソフト

CLIE Viewer

CLIE Album

マルチメディア ビューワー

アルバム

Photo Editor

e-Bookビューワー
カメラ

PhotoStand

ペイント

画像ビューワー

「クリエ」や「メモリースティック」に

「クリエ」にためた画像にコメント

多彩なツールを使って画像に自由

たて型ワイド画面に好きな写真を

ためた動画、静止画、音声など

をつけて、アルバムのように保

に描き込みが可能。画像の明る

飾れます。音楽を流したり、画像

を再生したり、シンプルな操作で

存・管理することができます。

さやコントラスト調整も行えます。

の上にカレンダー表示もできます。

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

加工・管理して活用可能です。
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
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

Audio Player

Navin'You Pocket

World Alarm Clock

音楽再生

地図ビューワー

世界時計

動画／flash表示・再生

デジタルマップを
「クリエ」で持ち

現地のほか、最大3箇所の世界主

Macromedia Flashで 作られた

ATRAC3やMP3形式の音楽を、

出すことが可能。目的のポイン

要都市の時刻を表示。音の選択も

マルチメディアWEBコンテンツが

「クリエ」で持ち出して楽しめます。

トなどを書き込むこともできます。

できるアラーム機能を備えています。

閲覧可能です。

「メモリースティック」に記録した

※ 地図は別途購入が必要です。

Macromedia Flash Player

CLIE Launcher
アドレス
予定表
To Do
メモ帳
電卓
CLIE Palm Desktop＊1
Audio Player
SonicStage＊1
ATOK
Software Graffiti
NetFront v3.0 for CLIE
Movie Player
Macromedia® FlashTM Player5＊2
Image Converter＊1
CLIE Mail
CLIE Mail Conduit＊1
PooK（お試し本3タイトル付属＊3）
CLIE Camera S
Movie Recorder
CLIE Viewer
PhotoStand
QuickTime5＊1
PictureGear Studio
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 Album
Picsel Viewer for CLIE
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
CF Utility
Sound Utility
Sound Converter 2
CLIE Files
Memory Stick Import
Memory Stick Export＊1
Memory Stick Backup
Intellisync Lite for Sony CLIE＊1

＊1：Windows® 版（Windows® 98 Second Editon／Windows® Millenium Editon／
Windows® 2000 Professional／Windows® XP Professional／Windows® XP Home
Editon）
＊2：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。＊3：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『通勤のヒマつ
ぶし本』／綿矢りさ
『インストール』河出書房新社

※一部、ご覧になれないコンテンツがあります。

P E G - N Z 9 0 本 体 部 主な仕 様
OS
CPU
メモリー（DRAM ／ROM）
インターフェース
＊1

ディスプレイ＊2
表示解像度／表示色
外形寸法
質量
主な付属品

バッテリーパック
使用可能時間＊3

オーディオ機能

日本語版PalmOS® 5（Ver.5.0）
インテル® PXA250 200MHz
16MB／16MB
（フラッシュ）
USB、BluetoothTM（詳細別掲）
、赤外線ポート、
「メモリースティック」スロット
通信用カードスロット
（詳細別掲）
、FeliCaリーダー
AVリモコン用ポート、ヘッドホン・ステレオミニジャック
バックライト搭載TFTカラー液晶ディスプレイ
320 × 480ドット／65,536色
約 幅75×高さ141×奥行き22.2mm
約293g（スタイラス、バッテリーを含む）
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、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
リチウムイオンポリマー充電池
約10日間

再生周波数特性
記録媒体
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＊7
音楽連続再生可能時間

20Hz〜20,000Hz
「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」
ATRAC3方式、MP3方式／44.1kHz
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）
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 ）

ボイス録音機能
ボイス録音フォーマット
録音サンプリング周波数
最大録音可能時間＊4
最大音声連続録音可能時間＊4＊8

IMA ADPCM
（1ch,4bit）
SP：22kHz、LP：8kHz
SP：約190分、LP：約520分
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 ）

ビジュアル機能
カメラ部
撮像素子
レンズ
合焦範囲
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
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
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
最大動画連続再生可能時間
最大静止画記録可能枚数＊4＊5（JPEG形式）

最大動画撮影可能時間＊4＊6

通信用カードスロット機能

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）
F2.8焦点距離 f=5
（35mmフィルム換算 f=33mm）
レンズカバー付き
0.1m〜∞
0.5〜1.5m
静止画：320×240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〜+2
（1/3ステップ）
オート、太陽光、曇天、電球、蛍光灯
なし、モノトーン、セピア
オート／強制発光／発光禁止
ON／OFF
あり
（静止画撮影時のみ）
静止画：1600×1200ドット、1600×1072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
静止画：JPEG（DCF）形式
動画：Movie Player形式
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：JPEG（DCF）形式
動画：Movie Player形式、MPEGムービー形式
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）
約300枚（1600×1200ドット）、約340枚（1600×1072ドット）、
約400枚（1280×960ドット）、約1,000枚（800×600ドット）、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）
約70分
（高画質モード）
／120分
（標準モード）

スロットタイプ
ワイヤレスLANカードIEEE802.11b（WiFi）
PHS通信カード＊9

アナログモデムカード＊9
電池持続時間

コンパクトフラッシュTM TypeII（通信機能のみ）
ワイヤレスLANカード PEGA-WL100
NTTドコモ：P-in M@ster、P-in Comp@ct
DDIポケット：NECインフロンティア CFE-01、
CFE-02、
AH-N401C 、
本多エレクトロン AH-H401C、TDK RH2000P
TDK DF56CF、加賀電子 iTAX-56K、CF56R-BJ
＊10
連続データ通信時 約2.5時間

BluetoothTM機能
通信距離

約10m＊11

パソコン動作環境＊12
対応OS＊13

CPU
RAM
ディスプレイ
HDD＊14
接続ポート／ドライブ

その他

MicrosoftR WindowsR98 Second Edition／
WindowsR Millennium Edition／WindowsR
2000 Professional／WindowsR XP Home Edition／
WindowsR XP Professional
PentiumRⅡ 400MHz以上（PentiumRⅢ 500MHz以上推奨）
96MB以上
（128MB以上推奨。但しWindowsR XPの場合は256MB以上推奨）
ハイカラー以上（800×600ドット以上推奨）
200MB以上の空き容量（350MB以上推奨）
USBポート／CD-ROMドライブ＊15

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

＊1：ユーザー使用可能領域は約11MB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：ワイヤレスLANカードPEGA-WL100使用時。＊11：1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。＊12：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。＊13：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。＊14：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。＊15：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。
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PEG-NZ90対応アクセサリー

「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。

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。

傷・汚れから液晶面を守る液晶保護シート。
切らずに使え、貼り直しも可能。

新世代のIC記録メディア
「メモリースティック」

「メモリースティック」
PEG-NZ90専用バッテリーパック
（Smart Lithium）

PEGA-BP500

ワイヤレスLANカード

液晶保護シート

PEGA-WL100

PEGA-SP70

オープン価格

オープン価格

オープン価格 2 月1 5 日発売予定
●リムーバブル・
リチウムイオンポリマーバッテリー ●大容量1200mAh
●バッテリー寿命・バッテリー残量が分単位で表示可能

MSA-16AN（16MB）
・MSA-32AN（32MB）
MSA-64AN（64MB）
・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」

● 電 源：
「クリエ」本 体から供 給 ● 外 形 寸法：約 幅 42.8×高さ

55.4×奥行5.9mm

●質量：約45.4g ●準拠規格：IEEE

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

802.11b

●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

クレードルを持ち歩かず、自宅と会社などで、2台のパソ
コンとデータを共有したいときに便利なUSBクレードル。

クレードルとこのケーブル1本を持ち歩き、さまざまな場所で、
パソコンとデータ交換できるUSB HotSync® ケーブル。

「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。

USBクレードル

USB HotSyncケーブル

キャリングバッグ

PEGA-UC90

PEGA-HS10

PEGA-CA61

オープン価格 2 月1 5 日発売予定

オープン価格

オープン価格

＊ACアダプターは別売です。

＊USBクレードル接続でのみ使用可能。
プラグアダプターは使用できません。

＊PEG-NZ90用交換部品付属。

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」
MSG-M64A（64MB） オープン価格

2月10日発売予定

MSG-M128A（128MB）オープン価格 3月21日発売予定
＊「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。

「クリエ」
で徒歩ナビゲーション。リアルタイムで
現在位置を表示するGPSモジュール。

クレードルだけを携帯し、自宅や会社で本体や
通信アダプターの充電ができるACアダプター。

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。

「メモリースティック」
GPSモジュール

ACアダプター

PEGA-MSG1

オープン価格

オープン価格

＊USBクレードル接続でのみ使用可能。
プラグアダプターは使用できません。

●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CD-ROMほか

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。

著作権保護対応IC記録メディア「メモリースティックPRO」

PEGA-AC10

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

スタイラス PEGA-ST61 オープン価格 新発売
＊PEG-NZ90用交換部品付属。

●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

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

※ 別途アップデートプログラムが必要な場合があります。詳しくはネットコミュニケーションカス
タマーリンク http://www.nccl.sony.co.jp/の機種別サポートページをご覧ください。

シャープペンシル、ボールペン
（赤・黒）
、スタイラスの、
4通りに使える4wayペン付スタイラス。

カーバッテリーアダプター

＊1：PEG-NZ90はアップグレードしていただくこと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。
※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。

PEGA-DC10
オープン価格
＊USBクレードル接続でのみ使用可能。
プラグアダプターは使用できません。

4wayペン付スタイラス

PEGA-ST70

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消去防止スイッチを採用。高い信
「メモリースティックPRO」専用ケース
頼性を確保 ●付属品：

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。

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.imagestation.jp

www.sony.jp/CLIE

撮った写真をアルバムにして、
手軽にネット公開。
自分で撮った画像をアップロードするだけで、手軽
プロダクツTOP画面

にネットアルバムが作れる
「イメージステーション」
。

活用ガイド画面

「クリエ」なら、高解像度で撮った写真を、直接

さらに、
「クリエ」
をインター

アップロードできます。ネットアルバムを公開して

ネットに接続した時の

「招待状」をメールで送れば、仲間に見てもらった

サービスポータルサイト
CLIEポータルサイト画面

新製品のいち早いご案内はもちろん、詳しい

ソフトウェアダウンロー

機能説明、関連製品情報、サポート情報、

『CLIÉ Style』
ドや情報検索などさま www.cliestyle.net/

「クリエ」の楽しみが多彩に広がる活用ガイ

りコメントを書いてもらうなど、双方向のビジュア

『 CLIÉ Style』を開 設 。

ル・コミュニケーションが実現できます。さらに、
アルバムの写真のプリント注文＊や、同梱のPC
ソフト
「PictureGear Studio」
を使ってハードカバー

ざまな機能が楽しめます。また、
「クリエ」と

ドまで、すべて揃った
『クリエホームページ』
。

関連製品などのお買い求めをサポートする

無料アップグレードプログラムやお得な

ソニーのショッピング情報サイト『PDAスタ

キャンペーンのお知らせなど、見逃せない

イル』も開設。
「クリエ」の最新モデルはも

情報もいっぱい。
「クリエ」ファンに、いつで

ちろん、ほかでは手に入らない限定商品や

もお役に立てる楽しいホームページです。

多くの特典・サービスなどをご用意すると

の製本アルバム注文＊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。

安心・充実のサポート体制
●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。

ともに、ショッピングの提案もしています。

＊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：活用法や最新のサポート情報・イベ
ント情報などを、WEB上でご提供します。
サポートTOP画面

『PDAスタイル』www.jp.sonystyle.com/peg/
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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。

安全に関するご注意

PEG-NZ90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。＊ 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。

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。

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における商標または登録商標です。 ●QuickTime,QuickTimeの
ロゴはApple Computer,Inc.の商標です。 ●Intellisyncは米国Pumatech, Inc.の商標、または登録商標です。 ●P-in M@ster、Pin 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、® 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。

「クリエ」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。

ソニー株式会社

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

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。

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。 ●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
はソニー株式会社の商標です。 ●「クリエ」
、
「クリエ」ロゴおよび「クリエギア」ロゴはソニー株式会社の商標です。
きません。 ●
●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 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。 ●PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。 ●Microsoft、Windowsは

クリエホームページ

あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。
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。

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

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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