ノートブックコンピューター［バイオノート］

PCG-F79/BPK・F76/BP・F70A/BP
Microsoft® Office 2000 Personal
プリインストールモデル

「 バ イ オ 」な ら で は の 楽 し み が は じ ま る 。
シ ン プ ル で 使 い や す い「 バ イ オノ ート 」。

●写真はPCG-F76/BPです。バイオカメラ PCGA-VC2は別売です。 ●画面はハメコミ合成です。

●本カタログに掲載しております標準価格には消費税、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。

見やすい大画面のシンプルなボディで、
「 バ イ オ 」な ら で は の 楽 し み が は じ め ら れ ま す 。
友達にビデオメールを送ったり、自分で撮った映像を編集する。
DVDビデオを見たり＊1、音楽をコレクションして聴く。
「バイオノート」なら、こんな楽しみが手軽にはじめられます。
見やすく使いやすい15型大画面＊2のすっきりしたボディに、
DVD-ROMドライブ＊1やフロッピーディスクドライブ、
デジタルハンディカムとつながるi.LINK端子も備え、
さらに、CD-RWドライブ搭載モデル＊1もラインアップしました。
また、映像や音楽の楽しみを広げる「バイオ」ならではの
オリジナルソフトウエアをプリインストール。
楽しいデジタルライフが「バイオノート」からはじまります。
＊1 PCG-F79/BPKにはDVD-ROMドライブ、PCG-F76/BPにはCD-RWドライブ、PCG-F70A/BPにはCD-ROMドライブを搭載。
＊2 PCG-F79/BPK。PCG-F76/BP・F70A/BPは14.1型。

ノートブックコンピューター

PCG-F79/BPK

ノートブックコンピューター

PCG-F76/BP

オープン価格

®

Pentium III
Windows 2000 モバイル
プロセッサー
Professional 650MHz
®

64MB

15型 液晶
約20GB DVD-ROM
XGA・TFT
ドライブ

®

TM

Intel Celeron
Windows モバイル
プロセッサー
Millennium Edition 650MHz
®

i.LINK
＊2

最大56kbps

対応
4ピン×1
2〜3時間 （V.90/K56flex ） PCGA-PRF1A
最大約

＊1

TM

ノートブックコンピューター

PCG-F70A/BP

オープン価格

64MB

CD-RW 14.1型 液晶
約20GB ドライブ
XGA・TFT

-2+
Windows モバイルAMD-K6
プロセッサー
Millennium Edition 550MHz 64MB
®

＊2

最大56kbps

対応
4ピン×1
2〜3時間 （V.90/K56flex ） PCGA-PRF1A
最大約

＊1

TM

14.1型 液晶
約12GB CD-ROM
XGA・TFT
ドライブ
i.LINK

i.LINK

DV動画編集 ビデオメール

オープン価格

®

DV動画編集 ビデオメール

最大約

＊2

＊1

2〜3時間

最大56kbps
（V.90）

対応
4ピン×1
PCGA-PRF1A

DV動画編集 ビデオメール

＊1 省電力モードで使用した場合。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。 ＊2 PCG-F79/BPK・F76/BPは接続先に応
じてV.90とK56flexTMを自動的に判別して切り換わります（PCG-F70A/BPはV.90のみ対応）
。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ
送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。FAX送受信時は、14.4kbpsが最大速度となります。実際の通信速度は回線品質などの状
況により変動します。

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。
（PCG-F79/BPK） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、
Windows® Millennium Edition（PCG-F76/BP・F70A/BP）。
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●オープン価格の商品は標準価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。
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ビデオメールを送る、インターネットで情報を見つける、ホームページをつくる。つながる、伝える楽しさがふくらみます。

画像や音声を添えたビデオメールを送る。
オリジナル画像を入れてホームページをつくる。

◎ ビ デ オ メ ー ル を 楽 し む

ボタンひとつでメールを受信する。

■デジタルハンディカムやバイオカメラでとらえた表情を添えて、
電子メールをもっと楽しくする、
「Smart Capture」
。

「バイオノート」なら、メールやインターネットの

◎ 電 子 メ ー ル を 楽 し む

「Smart Capture（スマート・キャプチャー）
」は、デジタルハンディカムやバイ
＊1

＊2

オカメラから、動画 や静止画 を取り込んで、手軽に電子メールで送れるソ

さまざまな楽しみが手軽にはじめられます。
楽しいコミュニケーションの世界が広がります。

■かわいいペットたちがメールを運ぶ「PostPet for Windows」
。
（PCG-F76/BP・F70A/BP）

So-netの愛玩電子メールソフト「PostPet（ポストペット）
」をプリ
インストール。おなじみのモモをはじめとするかわいいペット達が、あなた

ニーオリジナルソフトウエア。カメラスルーの映像はもちろん、デジタルハン

の電子メールを運びます。

ディカムなら撮影済みのDVテープからのキャプチャーも可能。取り込んだ動

※「ポストペット」はインターネット専用の電子メールソ
フトです。電子メールの送受信には、POP3またはAPOP
サーバー、およびSMTPサーバーに対応したプロバイダー
との契約が必要です。

画や静止画は、画面のメールボタンをクリックするだけで電子メールソフトに
＊3

自動で添付 されます。さらに、PCG-F76/BP・F70A/BPはソニーのデジタル
イメージングコミュニティーサイト「イメージステーション」に直接アップ
バイオ用カメラ

ロードも可能。ビジュアル・コミュニケーションの世界がさらに広がります。

PCGA-VC2（別売）オープン価格

＊1「Smart Capture Ver.3.0（PCG-F79/BPK搭載）」で取り込める動画は、160×120ピクセル、1ショットあたり
最大60秒間（1秒間最大10フレーム）
、
「SmartCapture Ver.4.0（PCG-F76/BP・F70A/BPに搭載）」で取り込める
動画は、160×112ピクセル（MPEG1撮影時）
、1ショットあたり最大120秒間（1秒間最大10フレーム）で、DV品
質ではありません。ファイル形式はAVI（非圧縮）/MPEG1/アニメーションGIFが選べます。
＊2 静止画のキャプチャーは640×480から80×60ピクセルまでの4段階の画像サイズ、画像モードはファイ
ン/スタンダード/エコノミーから選択可能です。ファイル形式はJPEG/BMP/GIFが選べます。
＊3 動画をメールに添付する場合のファイル形式はMPEG1になります。受信側で再生する場合は、Windows®
2000 Professional/Windows® Millennium Edition搭載などのMPEG1が再生できる環境が必要です。

＊詳しくはP14をご覧ください。

〈エフェクト例〉

◎http://www.so-net.ne.jp/postpet/
©1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

◎ ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 す る
■ホームページの情報を地図上に登録できる「Navin You」
。
デジタルマップナビゲーター「Navin You（ナビン・ユー）
」
（P11参照）は、イン
＊1

ターネット上でホテルの検索や宿泊予約などができる「旅の窓口」 、
「JTB国
＊2

＊3

内宿泊」 、レストランなどの検索ができる「MAPOO（マップー）
」 、チケット
＊4

予約やエンターテインメント情報を検索できる「e+（イープラス）
」 、などと連
フレーム

■使いたい機能をワンタッチで起動する

うねうね

スポットライト

携。気に入った情報は自動的にユーザーズ

セピア

ポイントに登録されるとともに、ダイレク

「プログラマブル・パワーキー」
。

トに地図上に表示されます。

（PCG-F79/BPK・F76/BPのみ）

＊1 http://www.mytrip.net/
＊2 http://www.jtb.co.jp/navin/sp/
＊3 http://www.mapoo.or.jp/
＊4 http://eee.eplus.co.jp/

電子メールやインターネットブラウザーの

■家中好きなところ
からワイヤレスで
インターネットにつながる
「バイオ」専用無線
ネットワークシステム。

起動がワンタッチで行 えるプログラマブ
ル・パワーキーを3つ装備。電源オフ状態か
ら、ワンタッチで電子メールの確認ができま

「旅の窓口」画面

す。また、各キーに自分がよく使うプログラ
ムを設定して、複数の一連の手順を自動実

ワイヤレスLAN スターターキット

行させることも可能です。

PCWA-A100C（別売）オープン価格

動画

画像を確認し、
メールボタンを押す。

電子メールに自動添付。

●ワイヤレスLAN アクセスポイントPCWAA100とワイヤレスLAN PCカードPCWAC100のセット。

◎ ホ ー ム ペ ー ジ を つ く る
■動画・静止画入りのホームページも手軽につくれる「Smart Write」。
「Smart Write（スマート・ライト）
」は、動画や静止画入りの文書を手軽に作成

※詳しくはP14をご覧ください。

できる簡易ワープロソフト。
「Smart Capture」と合わせて使えば、デジタルハ
ンディカムやバイオカメラの映像から好
きな場面を動画や静止画で挿入できます。
完成した文書はHTML形式に変換できる
ので、そのままホームページに使うことが
可能。サーバーに手軽にアップロードする

◎画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」
。

ツールも備えています。

「イメージステーション」は、インターネット上に家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアル

※ホームページを公開するには、インターネットサービス
プロバイダーとの契約や各種の接続設定などが必要です。

バムを手軽に作成できる、ソニーのデジタルイメージングコミュニティーサイト。会員登録すれ
ワイヤレスLAN アクセスポイントPCWA-A100

ば、画像データをアップロードして、サイト上に無料で掲載

「Smart Write」画面

できます。友達同士で思い出の画像をシェアしたり、一般に
ワイヤレスLAN PC カードPCWA-C100＊

広く公開したりと、楽しさが大きく広がります。PCG-

＊単品売りもあります。オープン価格

F76/BP・F70A/BPにプリインストールの「Smart Capture

◎ インターネットをはじめる

Ver.4.0」、
「PictureGear Ver.5.0」なら、
「イメージステーショ

■豊富なオンラインアクセスソフト。

ン」と連携して手軽に画像を掲載することができます。

オンラインカスタマー登録の後、画面のガイドに従うだけで、手軽にインター

＊「イメージステーション」
http://www.jp.imagestation.com/

ネットプロバイダーへの入会手続きが行えます。VAIO登録カスタマー専用の
インターネット接続サービス「バイオネットワークサービス」やソニーグループ
の「So-net」をはじめ、
「ぷらら」
「ODN」
「@nifty」
「DION」などの各社からお選び

「バイオノート」につないで、
ビデオメールが楽しめる「バイオカメラ」
。

いただけます。PCG-F76/BP・F70A/BPには、
「So-net」が３か月無料でお試し
いただける特典もついています。
※契約後は、各プロバイダー規定の料金がかかります。

バイオ用カメラ

PCGA-VC2 オープン価格
◎写真はPCG-F76/BPです。

※バイオカメラについて詳しくはP14をご覧ください。

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。
（PCG-F79/BPK） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、
Windows® Millennium Edition（PCG-F76/BP・F70A/BP）。
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●オープン価格の商品は標準価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。
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「バイオノート」でDVDビデオを楽しむ。音楽をコレクションして聴く。自分のスタイルで楽しむ、新しいエンターテインメントです。

ベッドサイドに「バイオノート」を置いて、
DVDソフトで映画や音楽ビデオを楽しむ。
さらに、音楽を「バイオノート」にコレクションして再生したり、
バイオ ミュージッククリップに取り込んでアウトドアリスニング。
映画も音楽も、自分にぴったりの楽しみ方が見つかります。

◎ D V D ビ デ オ を 楽 し む

◎ 音 楽 を 聴 く

■DVD-ROMドライブ搭載の「バイオノート」で、
自分の部屋がDVDシアターに。

■お手持ちのCDを録音する。インターネットで
最新の音楽を購入する。音楽を楽しむ新しいスタイルを
実現する、
「OpenMG Jukebox for VAIO」
。

DVD-ROMドライブ搭載のPCG-F79/BPKなら、映画や音楽など、多
彩なDVDビデオソフトが楽しめます。持ち運びが手軽な「バイオ

「OpenMG Jukebox（オープンエムジー・ジュークボックス）
」は、ハード

ノート」だから、デスクに置いたり、ベッドサイドで楽しんだりと、

ディスクにお気に入りの曲をどんどん録音して、
「バイオ」をジュークボッ

家中の好きな場所で楽しむことができます。

クスのように楽しめる、ソニーオリジナルソフトウエアです。お手持ちの

※ 本機ではソフトウエアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては操作および
機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウエア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちするこ
とがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合があるものも確認されています。
※ 20または24ビットサンプリングレートの高音質で音楽が録音されたDVDの中には、再生時にノイ
ズが出るなど、再生に不具合があるものが確認されています。 ※
「バイオノート」では地域番号（リー
ジョナルコード）として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。
なお、DVDビデオディスクによっては連続出画が行えず、瞬間的な画像の乱れを生じる場合があり
ます。 ※本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いっ
たん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。 ※ DVDビデオディスク
を長時間再生する場合はAC電源でのご使用をおすすめします。

音楽CDを、ATRAC3 形式で高音質のまま圧縮して録音 。
「OpenMG」

＊1

に対応したインターネットの音楽配信サイトから、最新の音楽を購入し
て登録することも可能です。さらに、
「バイオ ミュージッククリップ」(別
＊3

売)に好きな曲を取り出せば、アウトドアリスニングも楽しめます 。
＊1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現する、ソニーの新しい音声圧縮技術です。
＊2 ハードディスク容量1GBあたり、約14〜15枚以上の音楽CDが録音できます。
（標準モード/105kbps時）
＊3「バイオ ミュージッククリップ」に取り出す（チェックアウト）には、
「バイオ ミュージッククリップ」
によっては、それらに付属の「OpenMG Jukebox Ver.1.2 for MusicClip」を上書きインストールする必要が
あります。詳しくはP14をご覧ください。
※「OpenMG Jukebox」のご利用上にあたって、著作権保護技術による制限事項などのご注意事項がありま
す。詳しくは裏表紙をご覧ください。

◎ 映 像 と 音 楽 を 操 る

CD

■DVDや音楽CD、各種AVファイルを
管理／再生できる「Media Bar」
。
＊1

＊2

「バイオノート」で
音楽を管理／再生。

（CD録音）
＊2

DVDビデオ や音楽CDや各種ファイル の管理・再生を統合環境で

「バイオ ミュージック
クリップ」でアウトド
アリスニング。

Internet

楽しめます。ハードディスクに収録の曲名データベースやインターネッ

（ダウンロード）

トから、音楽CDの曲名データの自動登録が可能。お手持ちの音楽CDの
ライブラリーを手軽に作成できます。

◎音楽CDの曲名データをスピーディーに取得。

＊1 PCG-F79/BPKのみ。
＊2「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生でき
ません。

パーソナルネットワークプレーヤー

MC-S50（別売）オープン価格
※詳しくはP14をご覧ください。

ハードディスクにあらかじめ、国内発売の邦楽・洋楽の音楽CDの曲名
＊1

データ を収録。
「Media Bar」や「OpenMG Jukebox」で音楽CDの登
録や録音をする際に、曲名を自動入力できます。新譜CDなど曲名が見
つからない場合は、インターネットに接続して最新データを参照でき
＊2

ます 。さらに、インタ−ネット上のオンラインCDショップ「CDNOW
＊3

JAPAN」 にアクセスして、キーワードで検索することも可能です。
メイン画面

プレイリスト

＊1 PCG-F79/BPKは約67,000枚、PCG-F76/BP・F70A/BPは約73,000枚を収録。
＊2 本サービスは、ソニー株式会社および株式会社音楽出版社の共同開発により運営されています。
＊3 CDNOW JAPAN http://www.cdnow.co.jp/

◎インターネットで最新の音楽が購入できる。
ソニーの開発した音楽著作権保護技術
「OpenMG」への対応により、
「bitmusic」
をは
じめとするインタ−ネット上の音楽配信サイ
＊

ト から、音楽ファイルをダウンロードして登
録が可能。著作権を守りながら快適な音楽環
境を実現します。

「bitmusic」画面
© Copyright 2000 Sony Music Entertainment

◎写真はPCG-F79/BPKです。◎写真のアクティブスピーカーは、SRS-Z500PCです。

＊【対応音楽配信サイト】
(Japan) Inc. All rights reserved.
◎ bitmusic（ビットミュージック）http://bit.sonymusic.co.jp/
◎ bitmusic International（ビットミュージック インターナショナル）http://bit.sonymusic.co.jp/Int/
◎ bitmusic GT（ビットミュージック ジーティー） http://bit.sonymusic.co.jp/Special/GT/
◎ @MUSIC（アットミュージック） http://atmusic.avexnet.or.jp/
◎ can-d.com（キャンディドットコム）http://www.can-d.com/
◎ K Music（ケー・ミュージック）http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。
（PCG-F79/BPK） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、
Windows® Millennium Edition（PCG-F76/BP・F70A/BP）。
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●オープン価格の商品は標準価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。●画面の曲名の一部は架空のものです。
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デジタルビデオの映像を手軽に編集。撮る、つくる、伝える。映像の楽しみがもっと広がります。

動画や静止画が手軽に扱えるのも、「バイオノート」の魅力です。
旅行やイベントなどで撮りためた映像から、好きなシーンを選んで編集。
自分だけのビデオ作品やアルバムにまとめれば、
映像をつくる、伝える楽しみが大きく広がります。

◎ 動 画 で 遊 ぶ
■デジタルハンディカムから取り込んだ動画に、楽しい
エフェクトをつけて多彩に演出・編集できる「MovieShaker」
。
＊1

◎楽しいエフェクトを使ってマニュアル編集。
作品はメールやホームページにも活用できる。

＊2

デジタルハンディカム から取り込んだ動画 や、デジタルカメラで撮影
＊3

オリジナルの作品づくりも、素材映像の長さを調節して、好きな順に並べ換

した静止画 を素材にして、手軽に楽しくビデオ編集。作品を演出する特

えるだけと、とてもシンプルです。作品を演出する特殊効果は、素材映像に

殊効果を多数装備、個性あふれるビデオ作品が遊び感覚でつくれます。

重ね合わせて表示する24種類の「エフェクト」
、シーンとシーンの切り換わりを
効果的に演出する8種類の「トランジション」
、フォントと8種類のエフェクトを選

◎約30秒のビデオクリップを自動編集する「シェーカー」機能。
素材トレイの映像を自動でつないで特殊効果で演出する「シェーカー」
＊4

＊5

機能を使えば、エフェクトやテキスト 、BGM まで付いた約30秒のビ
デオクリップが自動的に完成。5段階のテンポを選ぶだけで、素材をラ
ンダムに「シェイク」して見せてくれます。

んで楽しいテロップが作れる「テキストエフェクト」を用意。手軽な操作で魅力
的に作品をショーアップします。また、素材の音量、色合い、再生スピード

2.5型液晶モニター搭載
デジタルビデオカメラレコーダー

も設定可能。完成した作品は、DVテープに書き出すのはもちろん、ビデオ

DCR-PC5（別売）

メールやホームページで公開するなど、つくった後も楽しさが広がります。

標準価格210,000円（税別）

◎エフェクト

◎トランジション

◎テキストエフェクト

＜「シェーカー」使用例＞

薄氷

デジタルハンディカム
で撮影した動画をいく
つか取り込む。

お好みの「テイスト」やBGM
などを選んで「シェイク」ボ
タンをクリック。

スポットライト

クロスフェード

左からワイプ

斜め合体

ギュンと縮小

＊1 DV機器との映像の入出力には「DVgate Motion」を使用します。 ＊2 使用可能な動画のファ
イル形式：QuickTime Movie（.mov）
、AVI（.avi）
。PCG-F76/BP・F70A/BPでは、サイバーショット
やマビカから取り込んだ動画（MPEG1）も扱えます。 ＊3 使用可能な静止画のファイル形式：
Windows Bitmap（.bmp）
、GIF（.gif）
、JPEG（.jpg）
、PNG（.png）
、PICT（.pct） ＊4 テキストはあら
かじめ入力が必要です。 ＊5 MovieShakerに付属しているBGMになります。※DV機器から取り込
んだDV（AVI）ファイルなどの大容量の画像データを編集する場合や、多数のエフェクトを用いた編
集を行う場合は、メインメモリーが128MB以上の環境でご使用いただくことをおすすめします。

自動的にシェイクされ、ランダム
につながった30秒のビデオクリ
ップに。

◎ ビ デ オ 作 品 を つ く る
＜「DVgate」による動画編集＞

■デジタルハンディカムから高画質のまま動画を取り込んで
カット編集が楽しめる「DVgate」。

素材となるDVテープの映像をシーンごとにリスト化。

1 「DVgate Motion」必要なシーンを指定してハードディスクに取り込みます。

「DVgate（ディーブイゲート）
」は、デジタルハンディカムで撮影した映像を「バ
イオ」に取り込み、必要なシーンだけを正確につないで自分だけの映像づ
くりが楽しめる、ソニーオリジナルソフトウエア。
「DVgate Motion」、
「DVgate Assemble」
、
「DVgate Still」の3つのツールから構成され、DV
テープからの動画像取り込み、必要な区間の切り出しとつなぎ、DVテー

必要な区間を指定して切り出し、各シーンを好きな順番に

2 「DVgate Assemble」並ベ換えて、一本の映像に仕上げます。

プへの書き出し、またDVテープからの静止画キャプチャーが行えます。

◎撮影した映像を「バイオ」に取り込む「DVgate Motion」
。
i.LINK端子に接続したデジタルハンディカムとの間で、映像データの取
り込みと書き出しを行うツールです。再生・早送り・コマ送りなどの
DV機器のコントロールも、
「バイオ」側の操作で行えます。

「DVgate Motion」で、
3 「DVgate Motion」編集が終わった映像は
デジタルハンディカムのDVテープに書き出すことができます。

◎必要なシーンを選んで、編集する「DVgate Assemble」
。
「DVgate Motion」で取り込んだ映像から、使いたい部分の区間を指定。
それらを自由な順番でつなぎあわせるツールです。映像の区間は1コマ
単位で正確に指定可能。つなぎ合わせもすきまなく正確に行えます。

◎デジタルビデオの映像から静止画を
＊
キャプチャーできる「DVgate Still」 。

®

®

■「Adobe Premiere 5.1 LE 日本語版」優待提供サービス。

i.LINK端子で接続したDV機器を「バイオ」から制御して、静止画を取

「バイオ」のご登録カスタマーの方へ、高度な動画編集に取り組めるビ

り込めます。クリックしたポイントの前後30フレームから必要なカット

デオ編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」を9,800

を選んで保存できるので、決定的な瞬間の取り込みも手軽に行えます。

円（税別、送料別）で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ

＊DV機器への静止画書き出し機能はありません。
※ ハードディスクからDV機器への書き出しを正常に行うには、メモリーの増設などが必要です。詳しくは裏表紙の
「DV編集に関するご注意」をご覧ください。

（http://www.vaio.sony.co.jp/）内のカスタマー専用サイト「UPGRADE
AREA」でご案内します。

◎写真はPCG-F76/BPです。

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。
（PCG-F79/BPK） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、
Windows® Millennium Edition（PCG-F76/BP・F70A/BP）。
8

●画面はハメコミ合成です。

9

ラベルやカードをつくったり、ホームページで公開したり。オリジナル画像から、さまざまな手づくりの楽しみが生まれます。

「バイオノート」なら、コレクションした動画や静止画を、多彩に活用できます。

■PCG-F79/BPK・F76/BP・F70A/BP付属ソフト一覧
カテゴリー

ソフトウエア
PCG-F79/BPK
PCG-F76/BP・F70A/BP
®
®
Microsoft® Windows
Microsoft® Windows
OS
＊1
＊1
2000 Professional
Millennium Edition
DVgate Ver.2.2＊2
クリエー DV動画／静止画 入出力／簡易編集
DVgate Ver.2.1＊2
ション 動画編集・加工
MovieShaker Ver.1.2
MovieShaker Ver.1.1
Microsoft® Windows® ムービーメーカー
PictureGear Ver.5.0
PictureGear Ver.4.1
画像ファイルマネジメント
PictureToy
静止画作成・加工（ペイント）
® PhotoDeluxe® for ファミリー4.0
®
®
Adobe
静止画作成・加工（フォトレタッチ） Adobe PhotoDeluxe for ファミリー3.0
DirectCDTM Ver.3.0（PCG-F76/BPのみ）
CD-R/RWパケットライトソフトウエア
Easy CD CreatorTM 4 Standard（PCG-F76/BPのみ）
CD-R/RWライティングソフトウエア
筆ぐるめ for VAIO
年賀状作成
オーディオ AV管理／再生統合ソフト
Media Bar Ver.3.1
Media Bar Ver.3.2
＆
Windows MediaTM Player 6.4 Windows MediaTM Player 7
ビジュアル
SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理／再生ソフト OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO＊3 OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO
インターネットエクスプローラー／ YAMAHA MIDIPLUG Control for XG／
YAMAHA MIDIPLUG for XG
ネットスケープナビゲーター用MIDI再生プラグイン
MIDI再生アプリケーション YAMAHA XG Player 4.0
Beatnik Player Ver.2.0
AV再生プラグイン

DVテープのワンシーンをラベルにする。オリジナル画像のバースデーカードを送る。
お気に入りの画像をホームページで公開する。
「バイオ」ならではの、ひと味違う手づくり感覚です。

メモリースティック
デジタルスチルカメラ

DSC-F55V（別売）
標準価格88,000円（税別）

コミュニ
ケーション

◎写真はPCG-F76/BPです。

◎ 画 像 を 活 用 す る

◎「バイオノート」の世界を広げるソフトウエア

■静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの画像の整理や
ホームページ作りに便利な「PictureGear」
。

■画像データをユニークな表示で確認できる「VisualFlow」
。
＊

「VisualFlow（ビジュアルフロー）
」は、
「メモリースティック」 やフォルダ内

「PictureGear（ピクチャーギア）
」は、さまざまな形式の動画・静止画を一括管

に記録された画像データを手軽に確認できるビューワーソフトです。静止画

ビゲーター。地図上のポイントに静止画やメモを貼り付ける「ユーザーズポイント」
や、旅行行程を検索できる「トラベルルート探索」など多彩な機能を誇ります。

理・活用できる画像マネジメントソフトです。
フォルダ内の画像を一覧表示し、

や動画のサムネイルをらせん状などのユニークな形に並べて一覧表示。拡大

見たい画像は12.5％〜800％の高速ズームで確認可能。お気に入りの画像を

表示や動画の再生もでき、
「PictureGear」やPCG-F76/BP・F70A/BPにプリ

テーマごとに分類できるコレクション機能や、撮影日やフォーマットなど多彩

インストールの「PictureToy」との連携も可能です。

な条件から探せる画像検索機能により、大量の画像データも快適に整理でき

＊「メモリースティック」の使用には、別売のMSAC-PC2Nなどが必要です。PCG-F76/BP・F70A/BPでの動
作については、VAIOホームページ内の「SUPPORT」ページをご覧ください。

ます。また、動画からの静止画分解や、ホームページに掲載できるHTML形式

■デジタルマップを活用できる「Navin You」
。
「Navin' You（ナビン・ユー）
」は、パソコン上で地図を活用するデジタルマップナ

◎トラベルルート探索機能
電車などの公共交通機関でのお出かけに、出発地
と目的地を指定するだけで、最寄り駅や路線、発着
時刻、乗り継ぎまでガイドしてくれます。検索結果

のアルバム作成機能のほか、ラベル印刷やオリジナルスクリーンセーバーなど、

は自動レイアウトして印刷が可能。ドア・ツー・ド

つくる楽しみが充実。さらに、PCG-F76/BP・F70A/BPにプリインストールの

アの親切な旅行行程が作成できます。

「PictureGear Ver.5.0」は、
ソニーのデジタルイ

※トラベルルート探索機能は電車交通案内ソフト「ハイパーダイヤ」との連携によりご提供しています。

メージングコミュニティーサイト「イメージス
テーション」と連携。複数の画像をそのまま

◎最新のデジタルマップを付属。

アップロードすることができるので、画像コ

PCG-F79/BPKには、
「プロアトラス 2000」
（東京23区/名古屋市/大阪市）サ

＊

レクションを手軽に公開することができます 。

ンプル地図データをプリインストールしています。また、PCG-F76/BP・

一覧表示画面例

F70A/BPには、上空から眺めるような３D表示などが楽しめるNavin' You

＊ 詳しくはP5をご覧ください。
HTMLアルバム

◎ラベルメーカー（ラベル作成機能）

■画像に落書き感覚で文字や絵を書き込める「PictureToy」
。
（PCG-F76/BP・F70A/BPのみ）

CD、MD、8ミリ、
VHS、DV、フロッピーディスクな
＊1

ど14カテゴリー、400種類以上のテンプレート
＊2

「PictureToy（ピクチャートーイ）
」は、画像にフリーハンドで文字や絵を描く
ことのできる、ソニーオリジナルソフトウエア。
「PictureGear」
「VisualFlow」

専用マップサンプル版（東京23区/名古屋市/大阪市）を付属。

■画像入りの年賀状も手軽につくれる「筆ぐるめ for VAIO」。
（PCG-F76/BP・F70A/BPのみ）
イラストやあいさつ用の文字を豊富に備えたテンプレートによりさまざまな
デザインの年賀状やポストカードが手軽に作成できます。

で画像入りのラベルが手軽につくれます 。

「Navin' You」と連携して、静止画にちょっとした落書きや楽しいスタンプを

＊1 ソニー製ほかヒサゴ（株）製などの市販のラベルに対応。
＊2 印刷には市販のプリンターが必要です。

加えたり、地図に文字やルートなどを書き込むことができます。イラストや

■幅広く活用できる「Microsoft Office 2000 Personal」を標準装備。

メッセージを加えた画像はワンタッチでメールに添付できるので、ビジュア

マイクロソフト社のワープロソフトWord 2000、表計算ソフトExcel 2000、

ル・コミュニケーションの楽しさも広がります。

情報管理ソフトOutlook 2000をプリインストールしています。さまざまな

®

シーンで、すぐにご活用いただけます。

「バイオ」で保存した静止画や動画を取り込んで
楽しめる新モバイルツール「クリエ」
。

※マイクロソフトによる初回コールより90日間の無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。

パーソナル エンターテインメント オーガナイザー

■「バイオ」の性能を最大限に引き出すOSを搭載。

PEG-S500C

PCG-F79/BPKには「Microsoft Windows 2000 Professional」を、PCG-

®

オープン価格

●PDAの世界標準OS「Palm OS®」搭載●「メモリースティック」対応
●ジョグダイヤル搭載
＊Windows® 98/Windows® 98 Second Edition/Windows® 2000 Professionalに対応。

®

®

®

F76/BP・F70A/BPには「Microsoft Windows Millennium Edition」を
Navin' You

PictureGear

それぞれ搭載。

リファレン
スツール

ステーショ
ナリー

ムービープレーヤー
QuickTime 4.1
RealPlayer G2
RealPlayer 7 Basic
ストリームプレーヤー
＊4
PicoPlayer Ver.4.0（MPEG1再生専用）
Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー
Smart Capture Ver.3.0
Smart Capture Ver.4.0
ビジュアルコミュニケーション
i.LINKネットワーク
（ドライバー） Smart Connect Ver.3.0
Smart Connect モニター Ver.1.1
ネットワークモニター
FTPアップローダー
Smart Publisher Ver.1.4
Microsoft® Outlook Express 5 Microsoft® Outlook Express 5.5
電子メール
PostPet for Windows
Internet Explorer 5
Internet Explorer 5.5
インターネットブラウザー
Netscape Communicator 4.7日本語版
3Dマルチユーザーチャットワールド
さぱりミレニアム
サービスプロバイダー
バイオネットワークサービスオンラインサインアップ
So-net オンラインサインアップ
ODNスターターキットソフトウエア
P'z Dialer（ぷらら アクセスソフトウエア）
@niftyでインターネット
AOL 5.0 for Windows
DIONオンラインサインアッププログラム
NEWEBオンラインサインアップ用ソフトウエア
マスターネットサインアップツール
ZEROサインアップ
10円メールマスター
Navin' You Ver.4.1 for VAIO
Navin' You Ver.4.6
地図ビューワー
プロアトラス2000（東京23区、名古屋市、大阪市） Navin' You専用マップサンプル版（東京23区、名古屋市、大阪市）
サンプル地図データ
電車交通案内
ハイパーダイヤ
クイック辞書ビューワー
Roboword ® Ver.4.0 for VAIO
PDFビューワー
Adobe ® Acrobat ® Reader 4.0J
郵便番号検索（7桁対応）
郵便番号検索ツール
Smart Label Ver.2.3
マルチメディアメモ
簡易ワープロ
Smart Write Ver.1.4
統合ソフトウエア
Microsoft ® Office 2000 Personal
（ワープロ、表計算、個人情報管理、マルチメディア統合辞典）（Word 2000、
Excel 2000、Outlook® 2000、Bookshelf Basic 2.0＊3）

ユーティ アプリケーション等起動設定 VAIO Action Setup Ver.1.1 VAIO Action Setup Ver.1.2（PCG-F76/BPのみ）
リティー メディアブラウザー
VisualFlow
VisualFlow Ver.2.0
電源管理
PowerPanel
PowerPanel（BatteryScope含む）
（PCG-F76/BPのみ）
BatteryScope
Sony Notebook Setup（PCG-F79/BPK・F76/BPのみ）
各種ユーティリティー
ユーティリティー
VAIO システム情報（PCG-F70A/BPのみ）
VirusScan
ウィルスチェッカー
カスタマー
CyberSupport Ver.2.3 for VAIO
サポート カスタマーサポートツール
その他 VAIOオリジナル壁紙
オンラインカスタマー登録
VAIOオリジナルGUIセットアップ

VAIO壁紙
VAIOオンラインカスタマー登録
UI Design Selector

＊1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います（Word 2000/Excel 2000/Outlook® 2000は除く）
。OSの単体
インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポート対象外となります。 ＊2 DVテープへ
動画データの書き出しを行うには、メモリー増設などが必要です。詳しくは裏表紙の「DV動画編集に関するご注意」をご覧くだ
さい。 ＊3「OpenMG Jukebox for VAIO」および「Bookshelf Basic 2.0」はCD-ROMで付属します。 ＊4 「Giga Pocket
Ver.4.0」以降を搭載の「バイオ」と組み合わせて使用します。本機単体ではご利用になれません。詳しくは、
「バイオ テレビ生活
読本」をご覧ください。
※ソフトウエアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。
●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Bookshelfは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登
録商標または商標です。●Adobe、Adobe Premiere、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat Reader はAdobe Systems
Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。●AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec, Inc.の登録商標です。DirectCD、
Easy CD Creatorはアダプテック社の商標です。●Copyright 1996-2000 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved.
●Copyright©1993-2000 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved. ●Beatnik PlayerはBeatnik, Inc.の登録商標です。
●QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other
countries. ●「RealPlayer」は、米国また諸各国において、米国RealNetworks,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。
●PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。●Netscape、
Netscape NavigatorおよびNetscapeのNロゴは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商
標です。Netscapeのロゴ、Netscape Communicatorおよびその他の製品名とサービス名は、Netscape Communications
Corporation社 の商 標 です（一 部 の国 では、登 録 商 標 となっています）。Netscape Navigatorの著 作 権 は、Netscape
Communications Corporation社に帰属します。●So-net、ソネットおよびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。●ODN
は株式会社ディーディーアイの商標です。●「ぷらら」は株式会社ぷららネットワークスの登録商標です。●@niftyはニフティ株
式会社の商標です。●2000 AMERICA ONLINE. INC. All Rights Reserved ●DIONは、株式会社ディーディーアイの登録商標で
す。●NEWEBはKDD株式会社の商標です。●マスターネットサインアップツール、10円メールマスターはゼロ株式会社の商標で
す。●プロアトラスは株式会社アルプス社の商標です。●ハイパーダイヤは株式会社日立情報システムズの登録商標です。
●Robowordは株式会社テクノクラフトの登録商標です。●BatteryScope、PowerPanelは米国フェニックス テクノロジーズ社の
商標です。●VirusScanは日本ネットワークアソシエイツ株式会社の商標です。●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、®マークは明記しておりません。

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。
（PCG-F79/BPK） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、
Windows® Millennium Edition（PCG-F76/BP・F70A/BP）。
10

●画面はハメコミ合成です。
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快適な操作感と、充実した性能が、
「バイオノート」の楽しみを実現します。

＜正

面＞

快適に使いこなせる充実のスペック。
＊

®

■高性能モバイルPentium IIIプロセッサー650MHz 。
®

TM

CPUには高性能インテル SpeedStep テクノロジー対応モ
＊

®

バイルPentium IIIプロセッサー650MHz を、チップセット

XGA対応TFT
液晶ディスプレイ

にはシステムバスクロック100MHzの高速データ転送に対応

＊PCG-F76/BP・F70A/BP
は14.1型、PCG-F79/BPK
は15型。写真は14.1型です。

したチップセットを搭載。DV動画の再生・編集などマルチ
メディア機能の速度向上を実現しています。
＊PCG-F79/BPKに搭載。PCG-F76/BPはモバイルIntel ®Celeron TMプロセッサー
650MHz、PCG-F70A/BPはモバイルAMD-K6®-2+プロセッサー550MHzです。

LEDインジケーター

TM

■高速グラフィックチップATI RAGE Mobility-M1。

＊PCG-F79/BPKは
位置が異なります。

PCG-F76/BPには8MBのビデオメモリーを内蔵し、3Dゲーム
からDV動画の再生まで、よりスムーズな描画を実現する高
速グラフィックチップATI RAGE TM Mobility-M1を搭載。
Windows® Millennium Editionのデュアルディスプレイ機能

＊

にも対応しています。また、PCG-F79/BPKには、6MBのビデ
オメモリーを内蔵したNM2380を搭載しました。映像の楽し
みをより快適にします。

内蔵ステレオスピーカー
プログラマブル・パワーキー

インテリジェント・タッチパッド

（PCG-F79/BPK・F76/BPのみ）

＜上

＊ 本体液晶および外部ディスプレイの表示領域と色数は全体で制約を受けます。

面＞

■PC100対応 高速SDRAM。
メインメモリーにはP C 1 0 0 対 応 の高 速 S D R A M を採 用 。
＊

64MB×1枚を標準装備し、最大256MB への増設が可能です。
＊最大にする場合、標準搭載の64MBメモリーをはずす必要があります。

■大容量ハードディスクドライブ。
＊

約20GB の大容量ハードディスクドライブを標準装備しま

＜右側面＞

した。DV編集時の大量の画像データや、音楽ファイルの保
存にも余裕をもって対応できます。
＊PCG-F79/BPK・F76/BPの場合。PCG-F70A/BPは約12GB。
CD-RWドライブ＊
フロッピーディスクドライブ

■高音質の楽しみが広がるステレオスピーカー。

シンプルに操作できる使いやすさを追求しました。

蔵。また、本体キーボード上部には32mm口径ステレオス

■広々として使いやすい、
大画面の15型/14.1型のXGA表示TFT液晶。
PCG-F79/BPK には15型、PCG-F76/BP ・
F70A/BPには14.1型の大画面TFT液晶を採
用。明るく見やすいのはもちろん、XGA対応の
高解像度（1024×768ドット）で約1677万色表
示＊が可能です。
＊グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。

■CD-RWドライブ＆FDD内蔵の
オールインワンタイプ。
P C G - F 7 6 / B P は C D - R W ド ラ イ ブ（ P C G F79/BPKはDVD-ROMドライブ、F70A/BPは
CD-ROMドライブ）とフロッピーディスクドライ

※CD-RWディスクのブランクメディアのフォーマットには約30分
かかります。CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライ
ブでは読み取れない場合があります。また音楽用CDプレーヤーで
は再生できません。CD-Rディスクは、音楽用CDプレーヤーの場合、
プレーヤーによっては再生できない場合があります。
※DV動画ファイル（AVI形式）はCD-R/RWのいずれからも正しく
再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動し
てから再生してください。
※CD-Rの書き込み終了後にセッションを閉じる（クローズ）と
ISO9660互換となり、通常のCD-ROMと同様に扱えます。
※CD-ROMや音楽CDからのコピー作成及びその利用は、使用許諾
条件または著作権法に違反する場合があります。コピーの作成お
よびその利用にあたっては、オリジナルCDの使用許諾条件および
著作権法を遵守してください。
●著作権に関するご注意：「Easy CD CreatorTM 4 Standard」は、
あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を
得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が
著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得
ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務
を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法
律の専門家にご相談ください。

■充実の拡張性。

※取りはずすことはできますが、サブバッテリーベイと
してお使いいただくことはできません。

＊

676音色を誇るXG/GM互換のハードウエアMIDI音源 を内
作が快適にできる大型インテリジェント・タッ

ピーカーを配置。くせのないクリアな音質で、広がりのある

チパッドを搭載。パッドの右端をなぞれば上下

ステレオサウンドが楽しめます。

スクロール、下端をなぞれば左右スクロールで
きるなど、快適に使えます。また、上端左のコー
ナーのタッピングにショートカットメニューなどの
機能を設定でき、操作感も自分好みにカスタマ
イズ可能です。
インターネットを快 適 に楽 しめる5 6 k b p s

＜左側面＞

＊PCG-F79/BPK・F76/BPのみ。

■ i.LINKによるネットワーク接続が可能。
PCG-F79/BPKでは「Smart Connect Ver.3.0」
、PCG-F76/BP・
F70A/BPではOS（Windows® Millennium Edition）が備える
「IP over 1394」接続機能により、複数の「バイオ」を i.LINK

■最大56kbps高速モデム内蔵。

＊PCG-F79/BPKはDVD-ROMドライブ、PCG-F76/BPはCD-RWドライブ、PCG-F70A/BPはCD-ROMドライブ。

i.LINK端子S400（4ピン）
ビデオ出力（PCG-F76/BPのみ）
ヘッドホン出力

＜背

バッテリーベイ
PCカードスロット（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）
マイク入力

面＞

マウス／外部キーボードポート

＊

＊

（V.90/K56flex TM）の高速モデムを内蔵してい
ます。
＊PCG-F79/BPK・F76/BPは接続先に応じてV.90とK56flexTMを自動
的に判別して切り換わります（PCG-F70A/BPはV.90のみ）
。56kbpsは
データ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大
速度になります。FAX送受信時は14.4kbpsが最大速度になります。実
際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。

2基のCardBus対応PCカードスロットや、2個の

■打ちやすいキーボード。

USB端子をはじめ、シリアルポート、プリンター

キーピッチ19ミリ、キーストローク約3ミリの打

ポート、マウスポートなど豊富な端子類を本体

ちやすいキーボードを採用しています。

ケーブルで接続して、高速 でのデータ通信が可能です。ファ
イル共有やプリンター共有にご利用いただけます。
＊ i.LINKによるネットワーク接続の転送速度は、お互いのi.LINK端子の種類・CPUなどの
処理能力などにより異なります。S400のi.LINK端子を装備したPentium® III 750MHzのバ
イオ同士の場合で、約50Mbps〜120Mbpsになります。
※「Smart Connect Ver.3.0」でネットワーク接続をご利用いただけるのは、
「Smart Connect
Ver.1.0」以降がインストールされた「バイオ」(VAIOモード利用)、またはWindows ®
Millennium Editionがプリインストールされた「バイオ」
（STDモード利用）です。
※「IP over 1394」接続機能でネットワーク接続をご利用いただけるのは、Windows ®
Millennium Editionがプリインストールされた「バイオ」
、または「Smart Connect Ver.3.0」
以降がインストールされた「バイオ」
（STDモード利用）です。
※ i.LINK端子にDV機器を接続して「DVgate」を使用中には、ネットワーク接続は利用で
きません。

DC IN（電源入力端子）

モジュラージャック

USBコネクター（×2）
外部ディスプレイ用コネクター

シリアルポート

プリンターポート
◎写真はPCG-F76/BPです。

ポートリプリケーター PCGA-PRF1A（別売）背面

●スマートコネクト接続図

に装備。
「バイオギア」をはじめ、さまざまな周辺
i.LINKケーブル（S400）

機器を手軽に接続して、幅広く活用できます。
ブの両方を内蔵。デスクトップパソコン感覚で手
軽に使えます。また、CD-RWのライティングソフ
トウエアには「Easy CD CreatorTM 4 Standard」

■なぞってスクロール
できるインテリジェン
ト・タッチパッド。

と、フロッピー感覚で追記が行える「DirectCDTM」

なぞったりタッピングす

を付属しています。

ることで、さまざまな操

マウス／外部キーボードポート
ネットワークポート（10BASE-T Ethernet）
USBコネクター

19mm
バイオLX
バイオノート

DC IN（電源入力端子）
外部ディスプレイ用
コネクター

シリアルポート
プリンターポート

バイオC1
※PCGA-PRF1A装着時は、本体背面の端子群のうち、モデム用モジュラージャック以外の端子はふさがれ、ポートリプリ
ケーター側の端子での使用になります。また、PCG-F79/BPK・F76/BP・F70A/BPは、背面に2つのUSB端子を備えますが、
PCGA-PRF1Aを装着時は、PCGA-PRF1A側のUSB端子1つのみが使用可能になります。

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。
（PCG-F79/BPK） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、
Windows® Millennium Edition（PCG-F76/BP・F70A/BP）。
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●画面はハメコミ合成です。
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「 バ イ オ ノ ート」の楽しみを広げる関連製品。

バイオでつながる。
VAIOホ ー ム ペ ー ジ を は じ め と し た さ ま ざ ま な 場 を 通 じ て、
「 バ イ オ ・ ワ ー ル ド 」の 楽 し さ を 共 有 し た り 、最 新 の サ

使 い や す さ を 広 げ る アクセ サリー

ポ ー ト 情 報 を 得 た り 。い つ も あ な た と つ な が っ て 、バ イ オ の 楽 し さ を 広 げ 、快 適 な デ ジ タ ル ラ イ フ の お 手 伝 い を し
ま す 。バ イ オ を 手 に し た そ の 日 か ら 、あ な た と ソ ニ ー の「つ な が る 関 係 」が は じ ま り ま す 。

本体と多彩な周辺機器の着脱が手軽になる
ポートリプリケーター。ネットワーク端子も装備。

USB機器を複数台使用できるUSBハブ。
USBハブ

PCDA-UH4
ポートリプリケーター（PCG-Fシリーズ専用）

PCGA-PRF1A

●USBコネクターを4ポート装備。●付属のACアダプターのほか、USBバ
スパワーでも使用可能。●接続機器や動作状況がひと目でわかるソフト
ウエア「USBチェッカー」付属 ●USB接続ケーブル（50cm）付属 ●大き
さ：幅102×高さ68×奥行21mm（本体のみ）●質量：約90g ※バイオカ
メラなど一部のUSB機器は、同時使用ができない場合があります。

オープン価格

＊PCG-F79/BPK・F76/BP・F70A/BPは
背面 に2 つのU S B 端子を備えますが、
PCGA-PRF1A装着時は、PCGA-PRF1A
側のUSB端子1つのみが使用可能になり
ます。＊背面端子についてはP13をご覧
ください。
●最大外形寸法：幅324×高さ42×奥行
109mm ●質量：約470g

ポートリプリケーターを
「バイオノート」に接続した状態。

オープン価格

USBケーブル

PCDA-UC18

オープン価格

●ケーブル長：1.8m

「情報」でつながる。
VAIOホームページ

VAIO E-news
VAIOホームページの更
新情報をはじめ、VAIO
カスタマーの方 には最
新のサポート情報やアッ
プグレード情 報 などを
電子メールでお知らせ
します。

（http://www.vaio.sony.co.jp/）
バイオの製品情報はもちろん、バイオをさらに楽しくす
る使いこなし情報や、バイオにまつわる話題などを掲載。
またサポート情報やアップグレード情報のページ、ご所
有の機種に合わせた情報を自動で表示する専用サイト
「My VAIO HOME」など、VAIOカスタマーのためのさ
まざまなサービスもご用意。バイオに関するあらゆる情
報の総合的な入口です。

「バイオ・ワールド」
の楽しさを紹介する
「バイオ読本」
。

バイオ
楽しみ読本

バイオ
テレビ生活読本

バイオ
ビデオ生活読本

バイオ
音楽生活読本

操作をより快適にする増設用メモリー。

USBマウス

PCGA-UMS1/A

＊

128MB増設メモリーモジュール

オープン価格

PCGA-MMX128 オープン価格
64MB増設メモリーモジュール

●ホイール搭載でスクロール機能に対応●大きさ：幅
55×高さ30.6×奥行97.3mm●質量：約110g●ケーブル
長：約80cm
＊ Windows ® 2000 Professional / Windows ® Millennium
Edition/ Windows ® 98 Second Edition /Windows ® 98に対応。

PCGA-MMX64 オープン価格
ACアダプター

リチャージャブルバッテリーパック

PCGA-AC19V オープン価格

PCGA-BP71

オープン価格

＊PC100規格対応 ＊メモリーモジュールをご購入後にご自身で取り付けられ
ない場合は、ソニー（株）VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスを承
っております。

データ書き換えができ、CD-RWにも対応。

i.LINKケーブル

CD-RWドライブ

◎〈4ピン⇔4ピン（S400規格）〉

PCGA-CDRW52 オープン価格

VMC-IL4408A（0.8m）標準価格 2,200円（税別）
VMC-IL4415A（1.5m）標準価格 3,500円（税別）
VMC-IL4435A（3.5m）標準価格 5,500円（税別）

●書き込み速度：最大約8倍速●読み出し速度：最大約24倍速。
●付属のACアダプターから電源供給。●付属ソフトウエア：「Easy
CD CreatorTM 4 Standard」、
「Direct CDTM3」●大きさ：幅144×高
さ26×奥行153mm（本体のみ）●質量：約580g（本体のみ）
※ Windows ® 2000 Professional/Windows ® Millennium
Edition/Windows® 98 Second Edition/ Windows® 98に対応。

メモリースティック用PCカードアダプター

MSAC-PC2N

◎〈4ピン⇔6ピン（S400規格）〉

VMC-IL4615A（1.5m）標準価格 3,500円（税別）
VMC-IL4635A（3.5m）標準価格 5,500円（税別）

標準価格 7,800円（税別）
●「メモリースティック」をPCカードスロットで使用可能にしま
す。＊著作権保護型の「マジックゲート メモリースティック」に
著作権保護（暗号化）をかけて記録された音声ファイルを再生
することはできません。
※PCG-F76/BP・F70A/BPでの動作については、VAIOホームページ内の
「SUPPORT」ページでの案内をご覧ください。

「サポート」でつながる。 使い方に困ったときも、スマートに解決。VAIO e-Support
「VAIO e-Support」は、バイオのサポートをインターネットを通じてスマートに利用できるサービス体制です。バイオにプリインストー
ルされたサポートツールに加え、最新のサポート情報はWebサイトで検索。使い方ノウハウや困ったときの解決を支援します。
CyberSupport（サイバーサポート）＊PCG-F76/BP・F70A/BPのみ
便利なヘルプ機能を備えるバイオ専用サポートツールで
す。バイオの使い方で困ったときに、質問を自然な文章で
入力すれば、ハードディスク上にあるさまざまなヘルプファ
イルを検索して、関連する情報を一覧表示。ソフトウエア
別に絞り込んだり、
「質問文例」から情報を探すこともで
きます。また、
「最新のデータに更新」機能を使って最新
情報をダウンロードすることで、つねに最新のサポート
情報を検索できます。

VAIOカスタマーリンク
（VCL）
「SUPPORT」
サイト
（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）
◎機種ごとのサポート情報
機種ごとの最新情報のお知らせをはじめ、各種ソフトの
アップデートプログラムのダウンロード、他社製品・関
連製品の接続情報など、お使いのバイオに関するサポー
ト情報を集約したサイトです。
◎Q&Aサーチ
バイオの使い方やトラブル対処ノウハウなど、サポートに
関するQ&Aを検索できます。わからないことや質問をその
まま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示します。
◎テクニカルWebサポート
個別のご質問をホームページで受け付け返信するVAIO

「 バ イ オ 」の 楽 し み を さ ら に 多 彩 に 広 げ る「 バ イ オ ギ ア 」。

カスタマー専用のサービスです。
「テクニカルWebサポー
ト」
（https://support.vaio.sony.co.jp/techsupport/）ページ

※「バイオギア」各製品について、詳しい情報は「バイオギアカタログ」をご覧ください。

にご記入のうえ送信いただければ、ソニーから電子メー
ルまたは電話でお返事します。お電話いただく手間がな

インターネットで配信された音楽やお手持ちのCDコレクションを手軽に持ち出せる「バイオ ミュージッククリップ」
。

くスマートにサポート窓口をご利用いただけます。また、

パーソナルネットワーク
プレーヤー

パーソナルネットワーク
プレーヤー

パーソナルネットワーク
プレーヤー

MC-S50

MC-S25

MC-P11W

オープン価格
（スタンダードモデル）
64MBメモリー

オープン価格
（スタンダードモデル）
32MBメモリー

オープン価格

●静止画や動画を電子メールに添付して手軽にビジュアル・
コミュニケーション。●22種類のエフェクトとデジタルズーム
でビデオメールを演出。
●プログレッシブスキャンCCD搭載。
●大きさ：約 幅36×高さ67×奥行25mm ●質量：約45g
バイオ用カメラ

PCGA-VC2
オープン価格

※ Windows®2000 Professional/Windows®Millennium Edition/
Windows® 98 Second Edition/Windows® 98をプリインストールし
た「バイオ」に対応。

見たい情報だけを取り込んで、スマートに携帯。
手のひらサイズのデータビューワー「バイオ インフォキャリー」
。
●メール、Webデータ、アドレス、スケジュール、地図データなど「バイ
オ」の中の各種情報を手軽に取り込める。●小説、辞書、地図などのさま
ざまなコンテンツをプリインストール。●240×320ドットの白黒STN液
晶搭載。●ジョグダイヤルで、見たい情報を片手で検索。●大きさ：約
幅74.4×高さ94.3×厚さ8.5mm（最薄部）
（V15）・約 幅74.4×高さ
94.9×厚さ9.3mm（最薄部）
（V5）●質量：約100g（乾電池含む）

パーソナルネットワークプレーヤー

VNW-V15 オープン価格
VNW-V5 オープン価格

64MB
メモリー
パーソナルネットワークプレーヤー

（防滴スポーツモデル）
64MBメモリー

「バイオ」につないで、ビデオメールが手軽に楽しめる「バイオカメラ」。

※ 画像データとテキストデータは、それぞれ別のファイルとしてバイ
オ インフォキャリーに取り込まれます。
※ Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows®
98 Second Edition/Windows® 98をプリインストールした「バイオ」に対応。
※ 写真はVNW-V15です。

ワイヤレスで、インターネット＆LAN。バイオの新しいネットワークスタイル。

PCG-F79/BPKのVAIOカスタマーの方には、原則24時間

●「バイオ」のハードディスクに録音した音楽をUSB接続で手軽に取り込む。
●MDなみの高音質でCD1枚分（約80分）＊の音楽データを取り込み可能。●IC
メモリーなので音飛びのない快適なアウトドアリスニング。

MC-HP1オープン価格
（ヘッドホンモデル）

＊64MBメモリー搭載モデル。※Windows® 2000 Professional/Windows ® Millennium
Edition/Windows® 98 Second Edition/ Windows® 98をプリインストールした「バイオ」
に対応。※本カタログ掲載のバイオでMC-P11W・HP1を使用するためには、MCP11W・HP1に付属の「OpenMG Jukebox Ver.1.2 for MusicClip」を、バイオにプリイン
ストールの「OpenMG Jukebox for VAIO」に上書きインストールする必要があります。

「バイオ」につないで、スマートにビデオ編集。
ジョグ／シャトルでスムーズに作業を楽しめる「USBジョグコントローラー」
。

USBジョグ
コントローラー

PCDA-J1/A
オープン価格

●「DVgate」
、
「Adobe®Premiere®」をはじめ、各種ソフトウエ
アに対応。●本体キーはお好みのキー設定にカスタマイズす
ることも可能。●大きさ：約 幅231×高さ51×奥行183mm
●質量：約420g
※ Windows®2000 Professional/Windows ® Millennium Edition/
Windows® 98 Second Edition/Windows® 98をプリインストールし
た「バイオ」に対応。

「バイオ」につないで、大容量の動画データも手軽に編集。
i.LINKで高速データ転送を実現した「i.LINKハードディスクドライブ」
。
i.LINKハードディスクドライブ

PCVA-HD04（40GB）オープン価格
●大容量約40GB。●ホットプラグ＆プレイで、
「バイオ」を使用中に
抜き差し可能。●「Adobe® Premiere® 5.1 LE」付属。●大きさ：約
幅171×高さ58×奥行304mm●質量：約2.4kg（本体のみ）
※Windows® 2000 Professional / Windows® Millennium Editionを
プリインストールした「バイオ」に対応。※「バイオノート」には1台
まで接続して使用できます。※「バイオノート」との接続には、別途
i.LINKケーブルが必要です。

「バイオ」とつないでドライブナビゲーションが楽しめる「バイオ ハンディGPS」。

以内にお返事します。
＊ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

使い方ご相談窓口
バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話で行わ
れたい場合も、VAIOカスタマーリンクが年中無休（年末
年始除く）で承ります。自動音声応答・音声認識により、
VAIOカスタマーIDをお伝えいただくことで製品の担当
者におつなぎします。

受付時間：平日10〜20時、土・日・祝日10〜17時（年末年始を除きます）
※本カタログ掲載製品のうちPCG-F79/BPKについての電話で
のご質問は、90日間無料で承り、以降はVAIOご登録カスタマー
専用の有料サポートメニュー「サポートプラス」をご用意してい
ます。※「サポートプラス」について詳しくは、VAIOカスタマーリ
ンクホームページをご覧いただくか、製品同梱のご案内文書をご
確認ください。

引き取り修理
バイオの修理のご依頼もVAIOカスタマーリンクが承りま
す。お電話いただければ運送業者が引き取りに伺い、梱包
作業も行います。修理の進行状況と修理完了予定日はVCL
ホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair/）上でも
ご確 認 いただけます。製 品 保 証 はご購 入 日 から1 年 間
（VAIOカスタマー登録をされない場合は3カ月間）
。修理の
ご依頼は以後も引き続き承ります。

「サービス」でつながる。「バイオネットワークサービス」。
お買い上げいただいたその日から、つながるために。VAIOカスタマーのためのインターネット接続サービスをご用意。
インターネットアクセス無料おためし利用
VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サー
ビス「バイオネットワークサービス」を通じて、お買い上
げいただいたその日から期間限定で、インターネットア
クセスの無料おためし利用が可能。入会手続きも不要で、
世界のホームページへのインターネットサーフィンを手
軽にご体験いただけます。
◎ご利用期間：PCG-F79/BPKは2000年12月31日まで
PCG-F76/BP・F70A/BPは2001年3月31日まで
◎ご利用可能時間： 午前8：00〜午後8：00
※電子メールをご利用いただくにはバイオネットワークサービ
スへの入会手続きが必要になります。※アクセスポイントまで
の電話料金は、お客様のご負担となります。

バイオネットワークサービス
（http://www.vaio.ne.jp/）
VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サー
ビスです。お申し込みは電話回線を通じてオンラインで
可能。入会金も不要で、アカウントを取得してすぐにイ
ンターネットに接続できます。

バイオインターネットセット
はじめてインターネットプロバイダーとご契約を検討の
方におすすめの、総合的な接続サービスです。全国124地
域201箇所（2000年8月1日時点）のアクセスポイントを
通じて、ホームページのアクセスやメールの送受信など
のインターネットの楽しみが広がります。

「バイオ」
所有の証、
バイオメールアドレス
（@xxx.vaio.ne.jp）
すでに他のインターネットプロバイダーとご契約の方に
おすすめの、メールサーバー提供サービスです。バイオ
メールアドレス（****@xxx.vaio.ne.jp）を使って、メール
の送受信が楽しめます。

■内容： バイオメールアドレス、メールエクスチェンジサービ
ス、ユーザーホームページ開設サービス付き
■月額基本料： 2000円（税別）
※ 詳細は、バイオネットワークサービス内のご案内ページ
（http://www.vaio.ne.jp/service.html）でご案内します。

■月額基本料： 300円（税別）

ワイヤレスLAN スターターキット

PCWA-A100C オープン価格
＜ワイヤレスLAN アクセスポイントPCWA-A100＞
●縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン。●V.90モデ
ム内蔵、Ethernet（10BASE-T）端子装備。●外形寸法：幅156×高
さ125×奥行35mm（縦置き時、スタンド含まず）●質量：約480g
＜ワイヤレスLAN PCカードPCWA-C100＞※単品売りもあります。
●高感度アンテナをカード本体と一体化。●対応OS：Windows ®
2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98
Second Editionをプリインストールしたバイオに対応。
ワイヤレスLAN PCカード

ハンディGPSレシーバー

PCQA-GPS3VG オープン価格
●Navin' Youと連携してドライブナビゲーション。●単体でも使用
可能。現在位置や移動速度などを表示。●付属のGTREXで旅の軌跡
に画像を登録、旅のアルバムが作れます。
※PCG-F79/BPKでご使用いただくには「Navin' You Ver.5」へのア
ッ プ グ レ ー ド が 必 要 で す 。詳 し く は 、V A I O ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.vaio.sony.co.jp/）内の「UPGRADE AREA」をご覧くだ
さい。

VAIOオンラインカスタマー登録
カスタマー登録は電話回線を通じてオンラインで手軽に行えます（フリーダイヤル）
。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げる
ほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。
また、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDもお送りします。

PCWA-C100 オープン価格
●PCWA-A100Cと組み合わせて複数の「バイオ」でネットワーク共有。
14

※「バイオギア」製品は「バイオ」専用です。
「バイオ」以外のパソコンとの動作保証はしていません。

●オープン価格の商品は標準価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。
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■PCG-F79/BPK・F76/BP・F70A/BPの主な仕様
PCG-F79/BPK
PCG-F76/BP
PCG-F70A/BP
Microsoft® Windows® Millennium Edition
Microsoft® Windows® 2000 Professional
®
TM
インテル SpeedStep テクノロジー対応
®
モバイルIntel®CeleronTMプロセッサー650MHz
3DNow!TMテクノロジー モバイル AMD-K6 -2+プロセッサー550MHz
モバイル Pentium®IIIプロセッサー650MHz
32KB／256KB（CPUに内蔵）
32KB／128KB（CPUに内蔵）
64KB／128KB（CPUに内蔵）
キャッシュメモリー（1次／2次）
440BX AGPチップセット
VIA Apollo MVP4
チップセット
SDRAM 64MB（DIMM×1）
／最大256MB＊1
メインメモリー 標準／最大
100MHz
システムバスクロック
SODIMMスロット×2（1）
拡張メモリースロット（空きスロット数）
NeoMagic MagicMedia 256XL+
（NM2380）
ATI RAGETM Mobility-M1
Trident CyberBlade i7
グラフィックアクセラレーター
2／4／8MB（メインメモリー共有）
6MB（ビデオチップに内蔵）
ビデオメモリー
8MB（ビデオチップに内蔵）
15型、XGA対応、
TFTカラー液晶
14.1型、XGA対応、TFTカラー液晶
液晶表示装置
表示モード
1024×768（最大約1677万色＊2）／800×600（最大約1677万色＊2）／640×480（最大約1677万色＊2）
外部ディスプレイ出力
1280×1024（65536色）／1024×768（約1677万色）
1600×1200（約1677万色）／1280×1024（約1677万色）／1024×768（約1677万色）
1600×1200（65536色）／1280×1024（65536色）／1024×768（約1677万色）
／800×600（約1677万色）／640×480（約1677万色）
800×600（約1677万色）／640×480（約1677万色）
800×600（約1677万色）／640×480（約1677万色）
＊3
フロッピーディスクドライブ
3.5型（1.44MB／720KB）標準装備
＊4
＊4
約12GB（Ultra ATA）
（C:約7.0GB／D:約5.0GB（出荷時））
約20GB（Ultra ATA）
（C:約10.0GB／D:約10.0GB（出荷時））
ハードディスクドライブ
DVD-ROMドライブ／DVD-ROM最大8倍速、CD-ROM最大24倍速、固定＊5
CD-RWドライブ／読み出し最大20倍速（CD-RWは14倍速）、書き込み最大4倍速（CD-RW/CD-R）、固定＊5 CD-ROMドライブ／最大24倍速（平均17倍速）、マルチセッション対応、12/8cmトレイタイプ対応、固定＊5
ドライブ
外部接続端子
●プリンターポート
（D-sub 25ピン）×1 ●シリアルポート
（RS-232C,D-sub 9ピン）×１ ●キーボード/マウス
（PS/2）×１
（分配器対応） ●USB×2
●外部ディスプレイ出力×1 ●コンポジットビデオ出力（NTSC/PAL対応）×1※PCG-F76/BPのみ ● i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 ●モデム用モジュラージャック×1
●マイク入力（モノラルミニジャック）×1 ●ステレオヘッドホン出力×1 ●ポートリプリケーター用コネクター×１
PCカードスロット
TypeⅢ×１またはTypeⅡ×2、16bit/CardBus対応
オーディオ機能＊6
ESS Maest ro-3 ES 1980 AC97準拠（PCI接続、
オンボード）、
YAMAHA YMF744B-V AC97準拠、
ハードウエアMIDI音源（XG/GM互換）、
３Ｄサウンド機能、
ステレオスピーカー
ソフトウエアMIDI音源、
ステレオスピーカー
内蔵モデム
最大56kbps＊7（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時）
最大56kbps＊7（V.90）／最大14.4kbps（FAX時）
キーボード／ポインティングデバイス
約19mmピッチ、
キーストローク約3mm、91キー／インテリジェント・タッチパッド
主な付属品
ACアダプター、バッテリーパック（PCGA-BP71）、
ビデオケーブル※PCG-F76/BPのみ、
テレホンコード（モジュラーケーブル）、
リカバリーCD（3枚組）、Microsoft® Office 2000 Personalプリインストールパッケージ
電源
ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
消費電力
49.5W（バッテリー充電含まず）
58.5W（バッテリー充電含まず）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊8
S区分0.0013
S区分0.0020
バッテリー駆動時間＊9
約2〜3時間
バッテリー充電時間
電源ON時：2時間 電源OFF時：1.5時間＊10
温湿度条件
動作時5〜35℃
（温度勾配10℃/時以下）20〜80%（ただし結露しないこと、
および35℃における湿度は65%以下）保存時-20℃〜+60℃
（温度勾配10℃/時以下）20〜90%
本体外形寸法
（最大突起部含まず）
約 幅324mm×高さ38.5mm（最厚部54.1mm）×奥行265.5mm
約 幅324mm×高さ35.8mm（最厚部46.9mm）×奥行265.5mm
＊11
＊11
質量
約3.1kg（フロッピーディスクドライブのみ装着時）
約2.9kg（フロッピーディスクドライブのみ装着時）
OS
プロセッサー

＊1 最大にする場合、内蔵メモリーを取りはずす必要があります。 ＊2 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。 ＊3 フロッピーディスクドライブは着脱可能ですが、サブバッテリーベイとしてお使いいただくことはできません。 ＊4 1GBを10億バイ
トで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できる容量は、PCG-F79/BPK・F76/BPは約18.58GB（C：約9.31GB／D：約9.27GB）
、PCG-F70A/BPは約11.21GB（C：約6.52GB、D：約4.69GB）
。PCG-F79/BPKではハードディスクはFAT32でフォーマットして
います。各アプリケーションの動作確認はFAT32で行っています。 ＊5 フロッピーディスクドライブ／リチャージャブルバッテリー（別売）との交換着脱はできません。 ＊6 内蔵マイクは装備されていません。 ＊7 PCG-F79/BPK・F76/BPはV.90とK56flexTMを自動判別し
て切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。 ＊8 本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表記を記載しています。
「エネルギー消費効率」
とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 ＊9 バッテリー駆動時間は省電力モード時。使用状況や設定などにより上記記載時間と異なる場合があります。 ＊10 85％充電時。100％充電までにはそれ
ぞれさらに1時間かかります。ON時の時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。 ＊11 バッテリー1個、フロッピーディスクドライブ装着時、PCG-F79/BPKは約3.5kg、PCG-F76/BP・F70A/BPは約3.3kg 。

「バイオノート」による「DV動画編集」に関するご注意
※デジタル動画編集の詳細につきましては、別カタログ「バイオ ビデオ生活読本」をご覧ください。●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OS
による汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の取扱いにはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要です。●本機は個人用・家庭用の機器で
す。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画
することはできません。●「DVgate Ver.2.1」「
/ Smart Capture Ver.3.0」は、2000年5月10日現在、ソニーが2000年4月末日までに日本国内で発売したDV端子付
きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。●「DVgate Ver.2.2」/
「Smart Capture Ver.4.0」は2000年9月10日現在、ソニーが2000年8月末までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバー
ター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。ただし、PCG-F76/BP・F70A/BPの場合、DCR-VX1000は動作対象外となり

ます。●本機は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整するソフトウエアを備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の
誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV（i.LINK）ケーブルを
介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。
●本機のDVgateでハードディスクからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体でのパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく
必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
●メモリーを64MBから128MBに増設する。 ●ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。 ●その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。
●ハードディスクは本体内蔵のハードディスクをご使用ください。
外部記憶装置（ハードディスク、各種ディスク）ではフレーム落ちが生じる可能性があります。

「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」／「OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO」ご利用上のご注意
「OpenMG Jukebox」は、SDMI（Secure Digital Music Initiative）の規定に従い、音楽著作権を保護するため、暗号技術を利用した著作権
保護技術「OpenMG」が組み込まれています。これは、インターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことで、より手軽に音楽を楽し
める環境を広げていくことを目指したものです。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限があることをご理解ください。
●「バイオ」でのご使用上の注意事項◆「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化が施さ
れた音楽ファイルを、別のフォルダやドライブ、他のコンピューターに移動/複写して再生することはできません。◆EMDサービスを利用
して音楽ファイルを購入するには、インターネットへの接続環境が必要となります。◆記録した音楽ファイルのバックアップ/復元を行う
には、認証のため、インターネットへの接続環境が必要になります。また、バックアップは、記録されたすべての音楽ファイルを一括して行
います。一部の音楽ファイルのみのバックアップ/復元はできません。◆USBやi.LINK(IEEE1394)などのプラグアンドプレイのインター
フェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません（バックアップには利用可能です）
。※PCGF79/BPKにおいて、暗号化して記録した音楽ファイルのバックアップ/リストア（復元）を行うには、インターネット上での認証システムを
利用した「OpenMG Jukeboxバックアップツール」のご利用が必要です。詳しくは、OpenMGサイト（http://www.openmg. com/jp/）をご覧
ください。※PCG-F79/BPKにおいて、
「OpenMG Jukebox」でOpenMG対応のEMD（音楽配信）サービスをご利用になるには、
「OpenMG
ホームページ」
（http://www.openmg.com/jp/）から「EMDサービス対応プログラム」のダウンロードが必要となります。

安全に関するご注意

●ポータブルプレーヤーご使用上の注意事項◆お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、最大3台までの「OpenMG」対応ポー
タブルプレーヤーへの取り込み（チェックアウト）が可能です。◆プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「バイ
オ」にのみ戻す（チェックイン）ことができます。◆EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェッ
クアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。
●「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて◆SDMIの規定が、将来新規定に移行した場合、本ソフトウエアは一部の機能が使え
なくなる可能性があります。この場合はアップグレードにて対応させていただく予定です。なお、アップグレードは有償とさせていただく
場合があります。あらかじめご了承ください。
●著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠：SDMI（Secure Digital Music Initiative）はデジタル音楽著作権保護を目的に、1999年に設立さ
れた団体で、主にアメリカの大手レコード会社や IT関連企業などが中核となって活動を推進しています。
「OpenMG Jukebox」は、この
SDMIが策定する標準仕様に沿って開発されています。
● は、アリス社の商標です。
Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C.
●OpenMGおよび

はソニー株式会社の商標です。

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。
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、キャビネットを破損した。

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く、
またはバッテリーを取り外し、
ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

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。
安全にご使用いただくためのご注意●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないで
ください。●バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎
天下などで充電したり、放置しないでください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパック
をさわらないでください。●本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品
使用上のご注意●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。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむな
どの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●本商品は同梱
しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及び
ソフトウエアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、また
は販売店にご確認ください。カタログ上のご注意●標準価格には、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。●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。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになる
ものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●ハードディスク容量は1MBを100

VAIOホームページ

万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡
張仕様、 はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、 は商標です。●VAIOはソニー
株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentium、Celeron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及びその他
の国における登録商標です。●AMD及びAMD-K6®-2+、3DNow!TMはAdvanced Micro Devices,
Inc.の商標または登録商標です。●K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems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™、®マークは明記していません。商品購入時の
ご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、
「カスタマー
登録」をお願いします。
「カスタマー登録」後、
「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の
上、大切に保管してください。●当社は、パーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造
打ち切り後最低8年間保有しております。
当社は、国際エネルギースタープログラム
の参加事業者として、本製品が国際エネル
●本製品は個人用・家庭用です。
ギースタープログラムの対象製品に関する

「バイオ」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。

〒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

基準を満たしていると判断します。

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

お買い求めは信用ある当店へ

VAIOカタログセンター

03-5454-0700
●受付時間 月〜金 10:00〜20:00

土・日・祝日 休

＊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
VAIOカタログ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。
AVEWTP-2 Printed in Japan.（84995720）R

よい品を
手軽にクレジットで
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