新製品ニュース
■ 本体部の主な仕様

パーソナル エンターテインメント オーガナイザー

＊1
●OS：日本語版 Palm OS Ver.4.1 ●CPU:Dragonball VZ
（33MHz）●メモリー：16MB
（DRAM）
/8MB
（ROM）●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
半透過型TFTカラーディスプレイ ●表示解像度／表示色：320×320ドット/65,536色 ●外形寸法：約幅
71.8mm×約高さ104mm×約16.8mm
（最大突起含まず）●質量：約139g（スタイラス含む）●主な付属
品：USB HotSyncケーブル、スタイラス、ACアダプター、プラグアダプター、インストールCD-ROM、ソフトカ
バー ●電源：内蔵型リチウムイオン充電池 ●使用可能時間＊3：通常使用時約12日間

PEG-SJ30

＊ 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：使用状況および設定などにより異なる場合があり
ます（1日30分使用時）
。また、完全放電したまま放置しておくとユーザー使用領域が消去されます。

遊べる使える、カジュアル「クリエ」。

■ 付属ソフト一覧
カテゴリー

ソフトウェア

カテゴリー

アドレス帳/予定表/To Do/メモ帳

PIM
（Personal Information Manager）

電卓

MapCutter Ver.2.1＊1

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.1.0

ワープロ・表計算

Documents To Go® Ver.4.0
Standard Edition

メール（Palm OS 標準搭載）

アラーム機能付き世界時計

World Alarm Clock

Bump Attack Pinball
（ピンボール）

辞書

英和・和英辞書

Web巡回ソフト

Xiino Cruiser Ver.2.0

＊1＊2

gMovie
Kinoma Player
CLIE Mail Ver.1.3
CLIE Mail Conduit Ver.1.2

＊1

®

ZANAC
（シューティング）

インターネット設定

PSol Lite（ソリティア5種類）

画像ビューワー

TVscape Conduit Ver.1.1＊1
Navin'You Pocket Ver.2.1

Xiino Ver.2.0SJ＊2

e-Bookビューワー

TVscape Ver.1.1

地図切り出し

Webブラウザー

ゲーム

PictureGear 4.6 Lite＊1

地図ビューワー

ATOK

メールソフト

画像ファイルマネージメント
テレビ番組表ビューワー

CLIE Palm Desktop＊1

日本語変換

動画表示 ・再生ソフト

ソフトウェア

Memory Stick Gate

PooK
（お試し本3タイトル付属 ）

Memory Stick Import

＊3

PictureGear Pocket Ver.2.1

ユーティリティー

Memory Stick Export Ver.1.2＊1

PhotoStand Ver.1.2

Memory Stick Autorun

動画再生

QuickTime5 ＊1

Memory Stick Backup

動画変換

Kinoma Producer
（お試し版）

Intellisync Lite for Sony CLIE＊1

＊ 1： Windows®版（ Windows® 98 Second Edition/Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® XP Home
Edition/Professional）＊2：90日間の試用限定版となります。＊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

使える

予定もアドレスも
バッチリ管理！

予定表

小さい

■ パソコン動作環境
アドレス帳

もちろん、手帳代わりに使える便利な機能も

● 適 応 パソコン：IBM PC/AT互 換 機 ● 対 応 OS＊：Windows® 98 Second Edition/Windows ® Millennium
Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® XP Professional Edition（日本
（Windows® XP使用時はPentium® Ⅲ450MHz以上推
語版標準インストール）●CPU：Pentium® 133MHz相当以上
奨）●RAM：64MB以上（Windows® XP使用時は128MB以上推奨）●HDD：128MB以上の空き容量 ●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ドット以上推奨）
＊：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。

充実。
「クリエ」
で入力したスケジュールや電話
番号などのデータは、専用ケーブルでつない
でパソコンに転送することもできます。

To Do

メモ帳

ハイレゾフォント搭載で文字も読みやすい。

メールもインターネットもOK！
画像などの添付も可能な「CLIE Mail」。
高解像度な画像や文字でインターネットが楽
しめる
「Xiino」 。
「クリエ」ならメールやイン
＊1

ターネットも手のひらから 快適に楽しめます。

安全に関するご注意

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。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。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。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
はソニー株式会社の商標です。●「クリエ」
、
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きません。●
「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 Computing、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。●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。
●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 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。●Intellisyncは米国およびその他の国におけるPumatech.Inc.の商標もしくは登録商標です。●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、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。● このマー
クの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。

＊2

＊1：90日間の試用版になります。＊2：別売の通信アダプター
CLIE Mail
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。

クリエホームページ
Xiino

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。

パーソナル
エンターテインメント
オーガナイザー

PEG-SJ30
オープン価格
9月14日発売予定

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

ソニー株式会社 〒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

お買い求めは信用ある当店へ

写真も地図も楽しめる、使える！

http://www.sony.co.jp/CLIE/
「クリエ」なら、デジカメで撮った画像をメモリースティックでとり込み楽しめるのはもち
ろん、文字や絵を書き入れてメールで送るこ
ともできます。また、パソコンから地図を持ち

※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。※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。

出しだすことも可能。シームレスなズーム機

●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。
PEG-SJ30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。●包装材にダン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。

能で、細かな地名もハッキリ確認できます。
Navin'You Pocket
＊ 画面の明るさは、外部の光量により異なります。

PictureGear Pocket

AVEWTP-1 Printed in Japan.（84991118）RY 再生紙

カタログ記載内容2002年8月現在

楽しさ広げるアクセサリー
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。

①

パソコン感覚の文字入力を
可能にするミニキーボード。

②
ゲームコントローラー

メモリー
スティック
スロット

赤外線通信
ポート

ジョグ
ダイヤル

320×320ドット
ハイレゾ液晶

［本体装着時］

PEGA-GC10
オープン価格
9月14日発売予定

ミニキーボード

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

PEGA-KB20

「クリエ」がデジタルカメラに。
「メモリースティック」カメラモジュール。

オープン価格

「クリエ」
でGPSナビゲーション。
「メモリースティック」GPSモジュール。

「メモリースティック」カメラモジュール

グラフィティ
エリア

BACKボタン

「メモリースティック」GPSモジュール

PEGA-MSC1 オープン価格

PEGA-MSG1 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

●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）

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、
ブルートゥースモジュール。

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。

通信アダプター

BluetoothTMモジュール

③

④

⑤

⑥

PEGA-MSB1

⑦

PEGA-CF61

オープン価格
［本体装着時］

＊付属のゲームソフト
「Bump Attack」
「PSol Lite」
はゲームコントローラ
機能はご使用になれません。

遊べる
使える

※写真のゲーム画面＜株式会社セガ「コラムス」＞は、別売のゲームコントローラーPEGA-GC10の付属のソフトです。
COLUMNS © SEGA 1990,2002

携帯ゲーム機に早変わり！

①スタイラス ②電源ボタン
③予定表ボタン ④アドレス帳ボタン ⑤スクロールボタン ⑥To Doボタン ⑦メモ帳ボタン

使小
えるさい

手のひらにスッポリのコンパクトボディ

オープン価格

●対応携帯電話：au C413S

●PEG-SJ30付属のアタッチメントを利用して固定します。

＊対応機種はクリエホームページにてご確認ください。

＊対応機種はクリエホームページにてご確認ください。

小さい

名刺やメモリースティックも入るポケット付き
縦開きキャリングケース。

「クリエ」
で好きな曲を持ち出し、快適リスニング。

オーディオアダプター

PEGA-SA10
オープン価格

［本体装着時］
ブラック

ブラウン

ゲームも手軽に楽しめる。それがカジュアル「クリエ」
。

約幅71.8mm、約高さ104mm。業界最小投影面積 のなかに楽しさと便利さを詰め

キャリングケース

付 属のピンボール、シューティングゲーム、カード ●ゲームコントローラー
（別売）
ゲームの三種類が楽しめます。また、別売のゲーム PEGA-GC10

込みました。＊ TFTカラー液晶搭載の日本語Palm OS 搭載機において（2002年9月現在：ソニー調べ）

PEGA-CA50/B（ブラック）オープン価格
PEGA-CA50/T （ブラウン）オープン価格
PEGA-CA50/W（ホワイト）オープン価格

コントローラーを使えば、ゲーム機感覚で遊べます。
ゲームコントローラーPEGA-GC10対応

ゲームコントローラーPEGA-GC10対応

＊

※付属のゲームソフト
「PSol Lite」
はゲームの性質上、ゲームコント
ローラーには対応していません。

®

ホワイト

※「マジックゲート メモリー
スティック」の著作権保護技

9月14日発売予定

術には対応しておりません。

9月14日発売予定
9月14日発売予定
USB HotSyncケーブル

クラスを超えた鮮明ハイレゾカラー液晶

パソコンとデータ共有が可能なUSBクレードル。

PEGA-HS10 オープン価格
●ケーブル1本を持ち歩き、さまざまな場所のパソコンと手軽に
データをやりとりできるUSB HotSyncケーブル。

ACアダプター

PEGA-AC10 オープン価格

65,536色、320×320ドットの高解像度カラー液晶を搭載。画像を色調豊かに

●変換プラグアダプターにより、ACアダプターとUSBケーブルの同
時接続が可能。充電しながら、PCとやりとりできる。

楽しめるのはもちろん、滑らかで読みやすいハイレゾフォントにも対応します。

乾電池アダプター

＊ 画面の明るさは、外部の光量により異なります。

PEGA-BC10
付属ACアダプター

USBクレードル

Bump Attack Pinball
（iambic）

ZANAC
（コンパイル）
© COMPILE 1986 2001

PSol Lite（栗原将史）

使いやすさの
「ジョグダイヤル」
＆
「BACKボタン」
「クリエ」独自の「ジョグダイヤル」
＆「バックボタン」で選

青空文庫＊フリガナ
（ルビ）形式にも対応したe-Book
を搭載。縦書きはもちろん、
フリガナ、
リーダー「PooK」

ので、満員電車でもラクラク読書が楽しめます。また、
PEG-SJ30には『インストール』
はじめ、お試し本が3

パソコンとの連係を図るUSB。クリエ同士でデータの
PooK

『インストール』
タイトル付属しています。＊青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/） 綿矢りさ著 河出書房新社
※ e-Bookの新刊はソニースタイルのPDA Style
（http://www.jp.sonystyle.com/peg/Store/Software/index.html）
などからお求めいただけます。
※画面はハメコミ合成です。

やり取りができる赤外線ポート。デジタルカメラや
BluetoothTMなどの機能を追加できるメモリースティック
拡張モジュール対応スロットなど、小さいボディながら
他の「クリエ」
と同等の拡張性を実現しています。

オープン価格

メモリースティックカメラモジュール

カーバッテリーアダプター

PEGA-DC10

オープン価格

●車のシガーライターソケットから
「クリエ」に電源供給ができる。
「クリエ」
と通信アダプターを使用しながらの充電も可能。

キャリングバック

PEGA-CA61 オープン価格
●「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ク。

PEGA-MA15 オープン価格

液晶保護シート

＊対応機種はクリエホームページにてご確認ください。
＊下記の別売接続ケーブルが必要です。

USBクレードル

モバイルコミュニケーションアダプター接続ケーブル

多彩な拡張性。

表示もサポートし、ジョグダイヤルでページがめくれる

PEGA-UC60K

●ACアダプターを省いたタイプ。

モバイルコミュニケーションアダプター

リケーションの起動から操作までスマートに行えます。

傍点にも対応。専用フォーマット
「PooDOC」
では挿絵

USBクレードル

オープン価格 9月14日発売予定

「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。

択・決定・キャンセルといった操作も親指ひとつ。アプ

読書もラクラク楽しめる！

PEGA-UC50

オープン価格

●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
ド充電池を使用して「クリエ」を充電できる。

PEGA-SP60 オープン価格

9月14日発売予定

PEGA-UC600 オープン価格
●ACアダプター付きUSBクレードルのブラックタイプ。

PHS
（NTTドコモ・アステル）
用
PEGA-MAC12 オープン価格

PDC用

cdmaOne用

DDIポケットPHS
（H''など）
用

PEGA-MAC13 オープン価格

PEGA-MAC11 オープン価格

スタイラス

4wayペン付スタイラス

MSA-16AN（16MB） MSG-32AN（32MB）
MSA-32AN（32MB） MSG-64AN（64MB）
MSA-64AN（64MB） MSG-128A（128MB）
MSA-128A（128MB） オープン価格

PEGA-ST60

PEGA-ST70

オープン価格

オープン価格

オープン価格

メモリースティック デュオ

●3タイプのカラーバリエーシ
ョンスタイラス。

●シャープペンシル、ボールペ
ン
（赤・黒）が使える4Wayペン
付スタイラス。

＊「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。

PEGA-MAC10 オープン価格

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

MSA-M16A（16MB）オープン価格

