
0※画面の明るさは外部の光量により異なります。※写真はPEG- NR70Vです。※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。

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※写真はスチル合成です。※画面はハメコミ合成です。

●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。

パーソナル エンターテインメントオーガナイザー

PEG-NR70V・PEG-NR70
PEG-T650C
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スマートに使う、スマートに楽しむ。

スタイルにあわせて選べる

「クリエ」シリーズ。

新発売

PEG-NR70V

PEG-T650C



手のひらから毎日を楽しく、便利にするふたつの「クリエ」スタイル。

3※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。2

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。

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。＊付属の保証書での保証期間は3ヶ月です。

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。

オープン ターン オープン ターン

持ち歩く楽しさの新提案。「クリエ」NRシリーズ。

スリムなボディに磨かれた性能。「クリエ」PEG-T650C。

パーソナル エンターテインメントオーガナイザー

PEG-NR70Vオープン価格

その場で気軽に写真撮影。画像の楽しみが
さらに広がる「回転カメラ」搭載モデル。

あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。

パーソナルエンターテインメントオーガナイザー

PEG-NR70オープン価格

たて型ワイド画面で画像を楽しむ。
音楽再生機能も備えたエンターテインメントモデル。

パーソナルエンターテインメントオーガナイザー

PEG-T650Cオープン価格　新発売

薄さ約12.5mm、質量約140gのボディに
充実の機能を備えた、カラー液晶搭載モデル。

＊PEG-NR70Vのみ

●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。

好きな写真といつでも一緒。
たて型ワイド液晶搭載だから、お気に入りの画像を

いつでもワイドに楽しめます。

シャッターチャンスは逃さない。
300度「回転カメラ」内蔵のPEG-NR70Vなら、

デジタルフォトも手軽に撮影できます。

音楽もラクラクリスニング。
音楽再生も可能なNRシリーズ。

リモコン付きなので手元で選曲操作も快適です。

スマートに持ち歩く。
スーツの胸ポケットにもスッキリ。

スリムなデザインだからスマートに持ち歩けます。

高性能を手のひらで操る。
高速CPUが操作感をスピードアップ。

てきぱき使える快適オペレーションを実現。

通勤や移動途中に音楽を。
スリムなボディに音楽再生機能も搭載。

いつでも気軽に音楽を楽しめます。

PEG-NR70V

PEG-T650C

新発売
PEG-NR70V・NR70・T650C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。



ハードウェアキーボード
ハードウェアキーボードを搭載。パソコンと

同じアルファベット配列を採用し、使い慣れ

たPC感覚で正確に入力できます。
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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。4

たとえばパソコンのようにキー入力、さっと構えてカメラ撮影。

より使いやすく、フォルムを変えるという発想。

ハードウェアキーボードを使って、

個人情報やメール文章を

PC感覚で入力できます。

オープンスタイル広い表示領域を活かした
文字入力や、ワイドな画
像ビューを実現。

■Dragonball Super VZ 66MHz搭載。よりスピーディな画

像表示やソフト起動が実現。

■スリムで質感あるマグネシウムボディ。

■「メモリースティック」スロットを搭載し、画像やソフトなどを

豊富に持ち出せる。

■ジョグダイヤルで手軽に選択・スクロール。スタイルを

変えても活用可能。

■一度の充電で約10日間＊1使用可能。

■音楽も連続約7時間＊2再生可能。

いっそう心地よく進化した、
多彩な文字入力スタイル。

たて型ワイド画面
320×480ドットハイレゾ液晶

高速CPUなど、快適さにこだわった
「クリエ」のモバイル性能。

内蔵カメラで静止画撮影。

ソフトの起動から撮影まで、

専用のキャプチャーボタンを

押すだけで行えます。

ターンスタイル（カメラモード）クローズスタイル

小さくスタイリッシュに持ち運び。

傷や衝撃からディスプレイを

守りながら、音楽再生も可能です。

画像を楽しんだり、Graffiti®エリアに

文字入力したりと、多彩に活用。

スタイルを変えると、表示も上下反転

するため、持ちかえる手間もありません。

ターンスタイル（スタンダードモード）

ソフトウェアGraffiti®

画面上に専用エリアを表示し、スタイラス

で簡略文字「Graffiti®」を入力できます。

ペン先の軌跡表示も新たに実現しました。

ソフトウェアキーボード
スタイラスを使って画面上でキー入力。

Graffiti®エリアと切り替えるため、通常の

Palm OS®搭載機より広いデータ表示領

域を実現します。

レンズ部が前後に回る
10万画素「回転カメラ」を
内蔵。自分撮りも可能。

300度「回転カメラ」＊

パソコン感覚の
ハードウェアキーボード

手軽に音楽を楽しめる
ヘッドホン＆リモコン

＊1：バックライトオフで1日30分間、予定表やアドレス帳などのPIMアプリケーションを

使用した場合 ＊2：ディスプレイ消灯時。

＊写真はPEG- NR70Vです。

＊PEG- NR70Vのみ。

180度

●　　ウイングデザイン　　●

ディスプレイパネルの

回転できる方向は

イラストの通りです。



PhotoStand

PictureGear Poket

飾る�

CLIE Mail

送る�

パソコン�

サイバーショット�

300度�
「回転カメラ」�

プリントアウト＊�

CLIE Paint

描き込む�

6

その場で手のひらフォト撮影、たて型ワイド画面に映す、送る。

さらに音楽やマップなど、これがAVエンターテインメントのニュースタイル。

撮る、見る、メールで送る。広がるビジュアル・コミュニケーション。

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※写真はPEG- NR70Vです。※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。

■静止画を鮮明表示。JPEG画像のメール添付も。
「クリエ」に静止画を映し出す「PictureGear

Pocket」。ハイレゾ液晶を活かした、階調豊

かな画像が楽しめます。また、JPEG画像

の「CLIE Mail」添付も実現しました。

■画像にカラフルに描き込み。
メール添付もダイレクトに。

「CLIE Paint」で、スタイラスを使って画像

にお絵描き。スプレーや48種類のスタンプなど遊び心ある

ツールを豊富に備え、見せる楽しみがいっそう広がります。ま

た、編集した画像を「CLIE Mail」に添付することもできます。

■たて型ワイド画面の写真立てに。
バックグラウンドで音楽も楽しめる。

「PhotoStand」を使えば、320×480ドット

のたて型ワイド画面に、好きな画像をフルサ

イズで表示できます。モノラルスピーカーにより、バックグ

ラウンドで音楽再生も可能。また画像の上には、時計や

カレンダーの表示もできます。

■動画や録画したテレビ番組を音声付きで再生。
パソコンで形式変換した動画や、バイオの録画・再生ソフ

ト「Giga Pocket」で録ったテレビ番組を、「gMovie」を使っ

て音声付きで再生。「メモリースティック」に記録すれば、最

大160分＊も楽しめます。＊別売の128MB「メモリースティック」使用時。

「Mega Bass」機能も新搭載。好きな曲を「メモリースティック」に記録して、「クリエ」で快適リスニング。

■とっておきのスポットを記録。
撮った静止画の貼り付けも可能。

地図上の好きなスポットに、画像や

位置情報を付けてアイコンで記録で

きます。PEG-NR70Vなら、搭載の

カメラで撮った画像を添付すること

も可能です。また、「クリエ」同士＊や

「メモリースティック」対応カーナビと、記録した位置情報

の交換も行えます。
＊「Navin' You Pocket Ver.2.0」同士に限ります。

■パソコンで手軽に形式変換。
他のソフトを利用しながら、音楽を楽しむ。

搭載ソフト「Audio Player」を使って、

「クリエ」で音楽を楽しめます。お手持

ちのCDをパソコン用付属ソフト

「SonicStage LE」でATRAC3形式に

変換。その中から好きな曲を「マジッ

クゲート メモリースティック」に記録して「クリエ」で再生。

また、MP3形式にも対応、他社製の変換ソフトを使って、

「マジックゲート メモリースティック」や「メモリースティック」

に音楽を記録し、楽しむことができます。再生中は、予定表

など、他のソフトも使用可能。また新たに「Mega Bass」

■「クリエ」で静止画撮影。撮った後も楽しみ充実。
カメラ内蔵のPEG-NR70Vには「CLIE

Camera」を搭載。液晶画面をファイン

ダーにして、気軽に静止画撮影が楽しめ

ます。「モノトーン」や「セピア」などエフェ

クトも充実。仲間と写る時に便利なセルフタイマー機能

も備えました。撮った静止画はワイド画面に映し出したり、

メールに添付したりと多彩に活用。撮影画像が入った

「メモリースティック」をモバイルプリンターDPP-MP1（別売）

に差し込めば、その場でプリントアウトもOKです。また

PEG-NR70でも、別売のカメラモジュールを「メモリース

ティック」スロットに差し込んで、静止画撮影が楽しめます。

「クリエ」で地図を持ち出し、簡単ルート確認や、自分だけのおすすめマップを作成する。

機能も備え、迫力ある重低音を実現しました。さらに画面

色は切り替えが可能。、グラフィカルな演出も楽しめます。

■リモコンとジョグダイヤルで手軽に操作。
再生や頭出しなどは、付属のリモコンで手元から簡単

に行えます。また、ジョグダイヤルを使って、画面を見

ながら、曲選択などの基本操作をすることも可能です。

■知らない街でもさっとルート確認。
ズームやスクロールも快適。
パソコンから「メモリースティック」に地

図を切り出し、「クリエ」の「Navin' You

Pocket」でルート確認などができます。

シームレスにズームが行えるうえ、小さな街路や地名も高精

細に表示。また、住所や施設名、緯度経度による位置情

報からの所在地検索＊も可能です。さらに、別売のGPS

モジュールを使えば、リアルタイムで現在地を確認できます。
＊別売の「Navin' You 専用マップ」から切り出した場合のみ。※Navin' You Pocket

は、サンプル地図データ（東京駅、名古屋駅、大阪駅周辺）が付属しますが、本格的に

ご利用の際は、ゼンリン社製の「Navin' You 専用マップ」（別売）をお求めください。

AVリモコン機能を標準搭載など、「クリエ」でAVライフがさらに広がる。

■気になるテレビ番組表を外出先でチェック。
「TVscape」を使えば、番組情報サイト「テレビ王国」＊から

提供される番組表や内容紹介を「クリエ」で確認できます。

さらにバイオの録画・再生ソフト「Giga Pocket」と連携し、

「クリエ」で手軽に録画予約の準備が可能です。
＊So-net運営のテレビ番組情報サービスです。http://www.so-net.ne.jp/tv/

■多彩なAV機器を「クリエ」で集中コントロール。
「CLIE Remote Commander」により、「クリエ」を使っ

て、自宅や会社のテレビ、ビデオ、DVDプレーヤーなど

の基本操作が行えます。ソニーおよび他社製＊のAV機

器に対応します。
＊対応可能な他社製品についてはhttp://www.nccl.sony.co.jp/をご覧ください。
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見る

＊モバイルプリンターDPP-MP1が 別途必要です。

●リストから曲を直接選択。 ●画面カラーを好みの色に。 ●音楽をグラフィカルに演出。



■ボタンひとつでパソコンとデータ交換。
「クリエ」に入力した個

人情報を一括管理で

きるパソコンソフト

「CLIE Palm DesktopTM」。外出先では「クリエ」で情報

入力し、管理はパソコンで行うなど、毎日の情報活用が

さらに便利になります。データ交換は「HotSync®」ボタン

ひとつででき、画像やソフトの転送も可能です。

■Microsoft® Word、Excelと連携。
ビジネスファイルをモバイルシーンでかしこく活用。
パソコンで作成したMicrosoft® Word、

Excelファイルを「クリエ」で閲覧、編集

できる「Documents To Go® Ver.4.0

Standard Edition」を搭載。編集後は、

毎日使う情報がいつでも手のひらに。
ハイレゾフォントで個人情報をスマートに使う。

〈アドレス帳〉
電話番号や住所などの個人
情報を管理。顔写真などの画
像を貼り付けることも可能。

〈予定表〉
5分単位で予定を入力。週表
示、月表示も可能。LEDで時
間を知らせることも。

〈To Do〉
取り組む仕事などをリストアップ。
終了した項目にはチェックマー
クを入力。

〈メモ帳〉
ふと思い浮かんだアイデアや、
打ち合わせの内容などをその
場でさっとメモ。

個人データやビジネスファイルを快適管理。ネット接続はワイヤレスで。

必要な情報は「クリエ」に集める、スマートに取り出す。

「クリエ」をPCのパートナーに。個人情報の共有からソフトやファイルの活用・転送。

大画面と鮮明文字で軽快にメール&インターネット。ワイヤレス接続もさらに快適に。

パソコン上の元のファイルに同期させることも可能です。
※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。

■Microsoft® Outlookと情報もやりとり。
「Intellisync Lite for Sony CLIE」により、パソコンソフト

「Microsoft® Outlook」とも情報をやりとりできます。
※Microsoft® Outlook 97、98、2000、2002に対応。

■16和音FM音源再生。オリジナルサウンドを楽しむ。
パソコンからMIDI、WAVEファイルなどの音源を「クリエ」

に取り込むことが可能。オリジナルの目覚まし音やア

ラーム音を設定できます。

※ビットレートやサンプリング周波数の組み合わせによっては、変換できないファイル

もあります。また、MIDI は、Standard MIDI File Format 0にのみ対応しています。

※動作確認済み製品：音素材集CD‐ROM「音・辞典TM」（（株）データクラフト）

HotSync®
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■「ATOK」でかしこく日本語変換。
「ATOK」を備え、長い文章も正確に変換。推測変換機

能により、入力文字ではじまる単語のリストアップから選

ぶだけで入力可能です。

■世界主要都市の時刻を表示。
役立つアラーム機能も。

現地のほか最大3地域の主要都市の

時間を表示。設定時刻を音で知らせる

アラーム機能も備え、日ごと・週ごとに

繰り返せます。

■読みやすい「ハイレゾフォント」搭載。

■便利な「電卓」「辞書」も装備。

多彩に活用できる「クリエ」＆「メモリースティック」。

■PCからダイレクトに記録するなど、幅広く活用。
「Memory Stick Import」と「Memory Stick Export」を使えば、

データをパソコンから「メモリースティック」に直接転送した

り、「クリエ」を「メモリースティック」のリーダー/ライターとして

利用できます。

■大切なデータをしっかりバックアップ。
本体のデータを「メモリースティック」にフルバックアップする

ことが可能。データを「クリエ」に戻すリストアも手軽に行え、

大切な個人データを万が一消失した場合も安心です。

■BluetoothTM対応など、ワイヤレス接続がさらに進化。
無線規格BluetoothTM対応の「メモリースティック」モジュー

ル（別売）が新登場。対応携帯電話を経由し、ワイヤレ

スでネット接続が可能です。また、コンパクトフラッシュ

タイプの通信カードが利用できる専用アダプター（別売）

も用意しました。

■画像やファイル添付、長文メールが便利。
「CLIE Mail」で手軽にメールが行えます。ファイル添付や、

受信メールの自動分類も可能。さらに複数のアドレスを

設定でき、ビジネス、プライベートを使い分けられます。

■快適操作でインターネット。
Webブラウザー「Xiino」により、高解

像度な画像や文字でインターネット

が楽しめます。スクロールも「ジョグ

ダイヤル」で快適です。
※90日間の試用限定版となります。

■パソコンからメールや
ホームページデータを持ち出し、
オフラインでチェックが可能。

※画面の明るさは外部の光量により異なります。※写真はPEG- NR70です。※画面はハメコミ合成です。
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※画面の明るさは外部の光量により異なります。※写真はPEG- T650Cです。※画面はハメコミ合成です。※通信アダプター PEGA-CF61、および通信カードは別売です。10

ビジネスにプライベートに、スマートに持ち歩く。軽快に使いこなす。

軽量薄型ボディに高性能と楽しさを詰め込んだ「クリエ」PEG-T650C。

毎日使えるモバイル性能

精悍なフォルムのアルミボディは、薄さ約

12.5mm、軽さ約140g。胸ポケットにも

スッキリ収まります。また、一度の充電で約

10日間＊使用可能。毎日持ち歩けるモバイ

ル性能を実現しました。

＊バックライトオフで1日30分間、予定表やアドレス帳などの

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により異

なる場合があります。

ストレスフリーの操作性

CPUには高速なDragonball Super VZ

66MHzを搭載。操作しやすい位置に

配置された、ジョグダイヤルやバック

ボタン。マイカ塗装を施し視認性を

高めた「Graffiti®」文字入力エリアなど、

使いやすさへの工夫が高性能をより身

近にしています。

楽しみ広げる多彩な機能

鮮やかな色彩で画像を鑑賞できる

ハイレゾカラー液晶を搭載。「マジック

ゲート メモリースティック」にも対応し、

パソコンから音楽を連れ出し楽しめるな

ど、AVエンターテインメント機能も

充実しています。
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P E G - T 6 5 0 C

※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。12

■薄さ約12.5mm、約138gのスマートボディ。多彩な機能をスマートに凝縮。

■65,536色表示可能な、320×320ハイレゾカラー液晶。

■カラー液晶ながら、通常使用で約12日間＊使えるスタミナ設計。

スリムに持ち歩く。軽快に使う、楽しむ。「クリエ」PEG-T600C・T400

＊ バックライトオフで1日30分間、予定表やアドレス帳などの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り異なる場合があります。

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。

スケジュール・アドレス管理はもちろん、地図や辞書、

音楽再生など、毎日をより便利に、より楽しくする多彩な機能が充実。

情報はいつでも手のひらに。パソコンとのリンクで、もっと便利に使いこなせる。

■見やすいハイレゾフォントで個人情報を管理。
5分単位で予定を入力できる

「予定表」をはじめ、顔写真入り

で電話番号などを管理できる

「アドレス帳」、取り組む仕事な

どのチェックシートになる「To

Do」、思い付いたアイデアなど

をさっとその場で書き残せる「メモ帳」など、便利なPIM

機能を読みやすいハイレゾフォントで活用できます。

カラー：
ロイヤルブルー（L）

カラー：
サテンシルバー（S）

パーソナル エンターテインメントオーガナイザー

PEG-T600C オープン価格

地図データや音楽データ。クリエで持ち出せばもっと多彩に楽しめる。

■地図を持ち出し、便利に活用。
自分だけのお勧めマップも作れる。
パソコンから「メモリースティック」

に地図を切り出して、「Navin' You

Pocket」で手軽にルート確認などが

できます。シームレスにズームできる

うえ、高精細な表示が可能。別売の

GPSモジュールを使えば、リアルタイムで現在地を確認で

きます。また、地図上の好きなポイントに、画像などを付

けた位置情報を記録することも可能。「クリエ」やメモリー

スティック対応カーナビと位置情報を交換できます。

まだまだ、機能盛りだくさん。ますます広がるクリエの世界。

■ BluetoothTMをはじめ多彩なワイヤレス接続が可能。

■添付ファイルなども扱えるメール機能。

■快適操作でインターネット。

■メールやホームページをオフラインブラウズ。

■静止画を鮮明表示。カラフルに書き込みも可能。

■バイオで記録した映像を音声付きで再生。

■ボタンひとつでパソコンとデータ交換。
「HotSync®」を使えば、クリエで入力した情報をボタンひとつで

パソコンに転送可能。送られた情報は、「CLIE Palm DesktopTM」

で一括管理するほか「Intellisync Lite

for Sony CLIE」を使って「Microsoft®

Outlook」との連係も。またWord、Excel

ファイルを閲覧・編集できる「Documents

to Go®」も搭載。編集後はパソコン

上の元ファイルと同期できます。

日本語入力から英語辞書まで。情報管理をしっかり支える便利な機能。

■推測変換機能を搭載した「ATOK」。
日本語入力システムには「ATOK」を採用。連文節漢

字変換を搭載しているので、長い文章でも正確に変換

できます。また、メモリー学習機能により、一度変換し

た用例を学習するため、使うほど変換効率がアップ

します。推測変換も可能で、1文字入力すれば、その

文字から始まる単語を過去に確定した中で、もっとも

新しいものから順番に候補提示。スタイラスで選択す

ればスピーディに入力できます。

■よく使う「電卓」「辞書」も装備。
ビジネスシーンでも頻繁に使う「電卓」や「英和／和英辞

書」を備え、身近な場面で便利に活用できます。

■パソコンで変換した音楽をクリエで快適リスニング。
お手持ちのCDを付属のパソコン用ソフト「SonicStage

LE」でATRAC3形式に変換。「マジックゲート メモリー

スティック」に記録して持ち出せば、手軽に再生できる

ほか、他社製ソフトで変換したMP3形式の音楽ファイル

にも対応します。迫力の重低音を実現する「Mega

Bass」機能も搭載。画面は切り替

えが可能で、グラフィカルな演出

が楽しめます。「予定表」など他の

ソフトを使いながら音楽を再生する

ことも可能です。

■ 16和音FM音源でオリジナルサウンドを再生。

■「メモリースティック」にデータをバックアップ。

パソコンからダイレクトに記録も可能。

■多彩なAV機器をリモコン操作。

■世界主要都市の時刻を表示。アラーム機能も。

PEG-T650C

パーソナル エンターテインメントオーガナイザー

PEG-T400 オープン価格

■薄さ約9.9mm、約122gのスマートボディ。
■美しい320×320ハイレゾリューション白黒液晶
「ファイン液晶」搭載。

■通常使用で約15日間＊使えるスタミナ設計。

「Sheet To Go」はハイレゾ
対応のズーム機能付きです。

＊ボリューム調節機能付きヘッドホン付属



［本体装着時］

キャリングケース

PEGA-CA70/T（ブラウン）オープン価格
PEGA-CA70/B（ブラック）オープン価格
PEGA-CA70/H（グレー）オープン価格
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A C C E S S O R Y

※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。

コンパクトフラッシュタイプの通信カードとつなぎ、
ネット接続が可能な通信アダプター。

「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。

通信アダプター

PEGA-CF70
オープン価格

動作確認済み通信カード（データ通信機能のみ）：●PHS
データ通信カード /NTTドコモ：P-in m@ster、P-in
Comp@ct、DDIポケット：C@rd H"64 petit/Air H" card
petit  ●アナログモデムカード/TDK：DF56CF/Billionton
：CF56R-BJ/加賀電子：iTAX-56K

■ NRシリーズ専用アクセサリー

■ NRシリーズ・Tシリーズ共通アクセサリー

■ Tシリーズ専用アクセサリー

［収納時］

キャリングバック

PEGA-CA61
オープン価格

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。

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 CFE-
01/TD（NECインフロンティア）●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。

PEG-T600C・T400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

※「マジックゲート メモリースティック」の著作権保護技術
には対応しておりません。

ブラウン ブラック グレー ［本体装着時］

いっそう手軽に持ち運び。
好みで選べる3色のキャリングケース。

同梱のクレードルと併用し、
自宅と職場など2箇所のパソコンとデータ
共有が可能なUSBクレードル。

USBクレードル

PEGA-UC70K オープン価格

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。

液晶保護シート

PEGA-SP70 オープン価格

［本体装着時］

「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。

「メモリースティック」
カメラモジュール

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

「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」
GPSモジュール

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CD-ROMほか

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。

USB HotSyncケーブル

PEGA-HS10
オープン価格

「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。

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

●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。

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

PEGA-BC10
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

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

PDC用

PEGA-MAC10 オープン価格

DDIポケットPHS（H''など）用

PEGA-MAC11 オープン価格

PHS（NTTドコモ・アステル）用

PEGA-MAC12 オープン価格

cdmaOne用

PEGA-MAC13 オープン価格

クレードルのない場所で
本体や通信アダプターの充電が
行えるACアダプター

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
ルの同時接続が可能。充電しながら、PCとやりとりできる。

●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

●「クリエ」と通信アダプターを使用しながらの充電も可能。

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。

スタイラス PEGA-ST60 オープン価格

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 PEGA-ST70 オープン価格

著作権保護対応メディア
「マジックゲート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」
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

＊次の機種には対応しておりません。DSR-PD100・PD100A、
DCR-TRV900・TRV10・PC3・PC100、FDL-1500MX1

■ NRシリーズ・Tシリーズ共通アクセサリー

「メモリースティック」スロットに差し込み、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

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。※Bluetooth TM

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。

USBクレードル

PEGA-UC600
オープン価格

新世代の記録メディア
「メモリースティック」。

「メモリースティック」

MSA-16AN（16MB）オープン価格
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

パソコン感覚の文字入力を
可能にするミニキーボード。

メモ帳で書いたメッセージを、向か

いの席の人へ瞬時に転送。アドレ

ス帳やスケジュール、ToDoなどの

データ交換も可能です。

BluetoothTM対応の携帯電話や

モデムなどがあれば、ワイヤレスの

インターネット接続が可能。スマー

トにメールなどが楽しめます。

付属のゲームでチャットをしながら

ゲーム対戦。続々登場BluetoothTM

対応の対戦ゲームなら、向かいの席

の人とも楽しく遊べます。

本体同梱のクレードルと併用し、
自宅と職場など2箇所のパソコンとデータ
共有が可能なUSBクレードル。

通信アダプターを装着したまま
使用できるキャリングケース。

＊次の機種には対応しておりません。DSR-PD100・PD100A、
DCR-TRV900・TRV10・PC3・PC100、FDL-1500MX1

USBクレードル

PEGA-UC60K
オープン価格　新発売

通信アダプター

PEGA-CF61
オープン価格　新発売

ミニキーボード

PEGA-KB20
オープン価格　新発売

通信アダプター対応キャリングケース

SE-400/B（ブラック）オープン価格　新発売
SE-400/T（ブラウン）オープン価格　新発売

［本体装着時］

［本体装着時］

＊PEG-T400では使用できません。
※SE-400に関するお問い合せは、ソニー企業株式会社まで
（TEL：03-5769-6590）



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
使用できません。● 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。●Palm Computing、Graffiti、HotSync、Palm Connect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。●RealNetworks、RealJukeboxは、米国または諸外国において、米国RealNetworks,Inc.
社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。

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

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

2002.6
カタログ記載内容2002年6月現在

よい品を
手軽にクレジットで

http://www.sony.co.jp/CLIE/クリエホームページ

お買い求めは信用ある当店へ

■ 本体部の主な仕様

■ 付属ソフト一覧

＊1：ユーザー使用可能領域は15MB。＊2：ユーザー使用可能領域は7MB。＊3：PEG-T600Cは、「マジックゲートメモリースティック」の著作権保護技術には対応しておりません。＊4：画面の明るさは外部の光量により異なります。＊5：別売の「マジックゲートメモリー
スティック」MSG-128A使用時。＊6：使用状況および設定などにより異なる場合があります。（バックライトオフで1日30分間、予定表やアドレス帳などのPIMアプリケーションを使用した場合）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。

■ パソコン動作環境：●適応パソコン：IBM PC/AT互換機 ●対応OS＊1：Windows® 98（PEG-T600C・T400）/ Windows® 98 Second Edition/Windows® Millennium Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® XP Professional Edition（日本語版標準インストール）●CPU（PEG-NR70V・NR70・T650C/PEG-T600C・T400）：MMXテクノロジーPentium®

233MHz相当以上（Pentium® III 400MHz以上推奨。またSonciStage LEをお使いの場合はPentium® III 450MHz以上推奨）/Pentium® 133MHz相当以上 ●RAM（PEG-NR70V・NR70・T650C/PEG-T600C・
T400）：64MB以上（Windows® XPの場合は128MB以上推奨）/32MB以上（64MB以上推奨）●HDD（PEG-NR70V・NR70・T650C/PEG-T600C・T400）：150MB以上の空き容量＊2（350MB以上推奨）
/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＊3 ●ディスプレイ：ハイカラー以上（800×600ドット以上推奨）

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。

OS
CPU
メモリー/フラッシュメモリー
インターフェース
LCD表示装置＊4

表示解像度/表示色
イメージセンサー

レンズ/カメラ回転角度

撮影距離/画像サイズ

フォーマット

周波数特性
記録媒体/記録方式

最大録音時間

音楽再生時使用可能時間
外形寸法（最大突起部含まず）
質量

共　通
主な付属品

機種別
電源/使用可能時間＊6

PEG-NR70V PEG-NR70 PEG-T650C PEG-T600C／PEG-T400
日本語版Palm OS® Ver.4.1

Dragonball Super VZ 66MHz  
16MB（DRAM）＊1/10MB 16MB（DRAM）＊1（PEG-T400のみ8MB＊2）/8MB

USB、赤外線、「メモリースティック」スロット（マジックゲート対応＊3）、リモコンLED
バックライト搭載TFTカラー液晶ディスプレイ（PEG-T400はバックライト搭載モノクロ液晶ディスプレイ）

320×480ドット/65,536色
10万画素1/6型CMOSイメージセンサー ―――
F2.8 焦点距離f=2.47mm（35mmフィルム

換算f=約35mm）/300度
―――

0.3m～∞/320×240、160×120、88×88 ―――
PictureGear Pocket形式（本体、「メモリース
ティック」）、JPEG（DCF）形式（「メモリースティック」） ―――

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」/ATRAC3方式、MP3方式 ―――
●ATRAC3方式：約120分＊5（ビットレート132kbps）／約160分＊5（ビットレート105kbps）／
約240分＊5（ビットレート66kpbs）●MP3方式：約65分＊5（ビットレート256kpbs）／ ―――
約130分＊5（ビットレート128kbps）／約170分＊5（ビットレート96kbps）

約7時間（ディスプレイ消灯状態）／約2時間（ディスプレイ点灯状態） 約4.5時間（ディスプレイ消灯状態）/約1.5時間（ディスプレイ点灯状態） ―――
約幅72.3×高さ136.6×奥行16.7mm（閉じた状態） 約幅71.8×高さ118.0×奥行12.5mm（PEG-T400のみ奥行9.9mm）

約200g 約140g 約138g（PEG-T600C）約122g（PEG-T400）
USBクレードル、スタイラス、ACアダプター、インストールCD-ROM

ステレオヘッドホン、リモートコントローラー ステレオヘッドホン、ソフトカバー ソフトカバー
内蔵型リチウムイオンポリマー充電池/通常使用時約10日間（PEG-NR70V・NR70・T650C）、約12日間（PEG-T600C）、約15日間（PEG-T400）

カ
メ
ラ
機
能

オ
ー
デ
ィ
オ
機
能

カテゴリー ソフトウェア

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（PEG-NR70V・NR70・T650Cのみ）

SDMI準拠・圧縮音楽
ファイル管理・再生ソフト

日本語変換 ATOK
入力 Software Graffiti（PEG-NR70V・NR70のみ）

Xiino Ver.2.0SJ＊2

Xiino Ver.1.0SJ（PEG-T600C・T400のみ）
Xiino Cruiser Ver.2.0＊1＊2

Xiino Cruiser Ver.1.2J＊1
（PEG-T600C・T400のみ）

動画表示・再生ソフト gMovie
CLIE Mail Ver.1.3
CLIE Mail Ver.1.2（PEG-T600C・T400のみ）
CLIE Mail Conduit＊1

メール（Palm OS®標準搭載）

カテゴリー ソフトウェア
カメラ CLIE Camera（PEG-NR70Vのみ）

PictureGear Pocket Ver.2.2

PictureGear Pocket Ver.2.1
（PEG-T600C・T400のみ）

PhotoStand Ver.1.3
PhotoStand Ver.1.2（PEG-T600C・T400のみ）

動画再生 QuickTime5＊1

PictureGear 4.5 Lite＊1

PictureGear 4.4 Lite＊1（PEG-T600C・T400のみ）
テレビ番組表ビューワー TVscape/TVscape Conduit＊1

地図ビューワー Navin'You Pocket
地図切り出し MapCutter＊1

サンプル地図データ Navin'You Pocket専用マップサンプル版
CLIE Paint Ver.1.1
CLIE Paint Ver.1.0（PEG-T600C・T400のみ）

Documents To Go® Ver.4.0 
Standard Edition

アラーム機能付き世界時計 World Alarm Clock

CLIE Remote Commander Ver.1.2（PEG-T650Cのみ）

CLIE Remote Commander Ver.1.1
（PEG-NR70V・NR70のみ）

CLIE Remote Commander Ver.1.0（PEG-T600C・T400のみ）
英和・和英辞書
インターネットセットアップ
ISP新規加入
Sound Utility Ver.1.1
Sound Utility Ver.1.0（PEG-T600C・T400のみ）
Sound Converter＊1

Memory Stick Gate
Memory Stick Import
Memory Stick Export Ver.1.2＊1

Memory Stick Export Ver.1.0＊1
（PEG-T600C・T400のみ）

Memory Stick Autorun
Memory Stick Backup
Intellisync Lite for Sony CLIE＊1

＊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。またUSB
およびi.LINK接続のCD-ROMドライブは、Windows® 2000 Professionalでは「SonicStage LE」のCD録音には使用できない場合があります。

PEG-NR70V・NR70・T650C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。

画像ビューワー

PIM
（Personal Information Manager）

Webブラウザー

Web巡回ソフト

マルチリモコン

ペイント

ワープロ・表計算メールソフト

画像ファイルマネージメント

SonicStage LE＊1
（PEG-NR70V・NR70・T650Cのみ）

＊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。

ユーティリティー

Dragonball VZ 33MHz  

320×320ドット/65,536色（PEG-T400のみ白黒16階調）

辞書

カテゴリー ソフトウェア

BVTP-1 Printed in Japan.   （84991114）RY  再生紙


