
「バイオノートFX」による「デジタルビデオ編集」に関するご注意

●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.2.2」/「MovieShaker Ver.2.0」/「Smart Capture Ver.4.1」は、2001年1月10日現在、ソニーが2000年12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。ただし、DCR-VX1000、およびDV端子のアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。
●「DVgate Ver.2.2」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機能を備えますが、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、MovieShaker
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。●PCG-FX55/BP・FX11/BPではメモリーを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。 ●PCG-FX55/BP・FX11/BPでMovieShaker Ver.2.0でDV動画を扱う場合には128MB以上のメモリーが必要です。

「OpenMG Jukebox Ver.2.0J 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）。
●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

Ver.1.x」付属のポータブルプレーヤーを、「OpenMG Jukebox Ver.2.0」をプリインストールしたバイオで使用するには、対応ドライバー／
プラグインが必要です。詳しくは、各ポータブルプレーヤーのサポートサイトをご覧ください。◆本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox
Ver.1.x」を上書きインストールしないでください。
●「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、本ソフトウェ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。

ノートブックコンピューター［バイオノートFX］

PCG-FX77/BP・FX55/BP・FX11/BP

●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。
●写真はPCG-FX55/BP（左）・FX77/BP（右）です。●画面はハメコミ合成です。

シンプルさは、楽しむために。

ここからはじまる、「バイオノートFX」。

Microsoft® Office 2000 Personal
プリインストールモデル

プロセッサー 
 
キャッシュメモリー（1次／2次） 
チップセット 
メインメモリー   標準／最大 
システムバスクロック 
 拡張メモリースロット（空きスロット数） 
グラフィックアクセラレーター 
ビデオメモリー 
液晶表示装置 
表示モード 
 
外部ディスプレイ出力 
フロッピーディスクドライブ＊5 
ハードディスクドライブ 
ドライブ 
外部接続端子 
 
 
 
PCカードスロット 
オーディオ機能 

内蔵モデム 
キーボード／ポインティングデバイス 
主な付属品 
 
電源 
消費電力 
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊9 
バッテリー駆動時間＊10　 
バッテリー充電時間＊11 
温湿度条件 
本体外形寸法（最大突起部含まず） 
質量  

OS

 

PCG-FX77/BP PCG-FX55/BP PCG-FX11/BP

 
15型、SXGA+対応、TFTカラー液晶 

Intel® 815EMチップセットに内蔵（ディスプレイキャッシュ4MB付き） 

コンポジットビデオ出力（NTSC/PAL対応）×1
ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×１ 

40W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0029

38W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0033

約2.0～4.0時間（付属バッテリー×1）、約4.0～8.0時間（PCGA-BP71×2） 約1.5～2.5時間（付属バッテリー×1）、約4.0～8.0時間（PCGA-BP71×2） 約2.0～3.5時間（付属バッテリー×1）、約4.0～7.0時間（PCGA-BP71×2） 
電源ON時：3.0時間　電源OFF時：2.5時間＊12 電源ON時：1.5時間　電源OFF時：1.0時間＊12

  約  幅324mm×高さ38.5mm（最厚部54.1mm）×奥行265.5mm
約3.2kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 約3.1kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 約2.9kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 

約  幅324mm×高さ35.8mm（最厚部46.9mm）×奥行265.5mm

1024×768（最大約1677万色＊3）／800×600（最大約1677万色＊3）／640×480（最大約1677万色＊3） 1400×1050（最大65536色）／1280×1024（最大約1677万色＊3）／ 
1024×768（最大約1677万色＊3）／800×600（最大約1677万色＊3）／640×480（最大約1677万色＊3） 

最大56kbps＊8（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

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%

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 
ACアダプター、バッテリーパック、テレホンコード（モジュラーケーブル）、リカバリーCD、Microsoft® Office 2000 Personalプリインストールパッケージ 

1400×1050（65536色）／1280×1024（約1677万色）／1024×768（約1677万色）／800×600（約1677万色）／640×480（約1677万色）＊4

●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　●USB×2　●外部ディスプレイ出力×1　● 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　 

TypeⅢ×１またはTypeⅡ×2、16bit/CardBus対応 
ウィンドウズサウンドシステム互換、AC97準拠、ソフトウェアMIDI音源、３Ｄサウンド機能、ステレオスピーカー 

インテル®SpeedStepTMテクノロジー対応 
モバイル Pentium®IIIプロセッサー750MHz モバイルIntel®CeleronTMプロセッサー700MHz

Microsoft®Windows®Millennium Edition

モバイルIntel®CeleronTMプロセッサー600MHz

3.5型（1.44MB／720KB）標準装備 

約20GB（Ultra ATA66）（C:約10.0GB／D:約10.0GB（出荷時））＊6

32KB／256KB（CPUに内蔵） 32KB／128KB（CPUに内蔵） 
Intel® 815EM

100MHz

DVD-ROMドライブ（最大8倍速／CD-ROM 最大20倍速、固定式＊7） CD-RWドライブ（読み出し：CD-ROM・CD-R 最大20倍速／CD-RW 最大14倍速、書き込み：CD-R・CD-RW 最大4倍速、固定式＊7） 

Intel® 815EMチップセットに内蔵 
最大11MB（メインメモリー共有）＊2

14.1型、XGA対応、TFTカラー液晶 

SDRAM 64MB（DIMM×1）／最大256MB＊1SDRAM 128MB（DIMM×1）／最大256MB

SODIMMスロット×2（1） 

ビデオケーブル 

45W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0030

■PCG-FX77/BP・FX55/BP・FX11/BPの主な仕様

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

お買い求めは信用ある当店へ

2001.2
カタログ記載内容 2001年2月現在

よい品を
手軽にクレジットで

〒141-0001  東京都品川区北品川6-7-35
〒108-0074  東京都港区高輪4-10-18

CVFWTP-2 Printed in Japan.（84995881）R

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。

http://www.vaio.sony.co. jp/「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。

＊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。

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

VAIOホームページ

は1MBを100万バイト、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。●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。
●本製品は個人用・家庭用です。

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
機器及びソフトウェアの中には、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●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

安全に関するご注意 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。

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
ギースタープログラムの対象製品に関する
基準を満たしていると判断します。

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。

＊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 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません。 ＊3 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。 ＊4 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。
PCG-FX55/BP・FX11/BPでは、1400×1050（256色）になります。＊5 フロッピーディスクドライブは、サブバッテリーベイとしてお使いいただけます。 ＊6 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ドライブ全体容量は約18.5GBです。 ＊7 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。CD-RWドライブはHigh Speed CD-RWディスクへの書き込みには非対応です。 ＊8 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。 ＊9 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。 ＊10 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。 ＊11 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。 ＊12 PCG-FX11/BPに標準搭載のバッテリーの容量は、PCG-FX77/BP・FX55/BPに標準搭載さ
れているバッテリーの約65％になります。



シンプルなボディと、見やすい大画面。

多彩な楽しみは

「バイオノートFX」からはじまる。

750MHz
128MB 約20GB CD-RW

ドライブ SXGA+・TFT
15型液晶 

（V.90/K56flexTM） 

最大約 

3.5/7時間 
＊1

＊2
最大56kbps

 
ビデオメール 

モバイルPentium®
III 

プロセッサー 

デジタル 
ビデオ 
編集 

4ピン×1

Windows®

Millennium 
Edition

i.LINK

ネットワーク 
コネクター 

ノートブックコンピューター

PCG-FX77/BP オープン価格

＊1 バッテリー使用時間は、バッテリーパック（本体に付属）1個／バッテリーパック（PCGA-BP71）2個使用時。いずれも省電力モード
で使用した場合。＊2 V.90とK56flexTMを自動的に判別して切り換わります。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。

見やすく使いやすい15型大画面＊1のシンプルなボディに、

CD-RWドライブ＊2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端子を装備。

インターネットはもちろん、ビデオメールを送ったり、デジタルビデオを編集したり。

お気に入りの画像をCD-Rなどに記録する、音楽をコレクションして聴く。

そんな、映像と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ェアをプリインストール。

さらに、ワープロや表計算もできる、

Microsoft® Office 2000 Personalも付属しています。

バイオの魅力を凝縮した「バイオノートFX」。

多彩な楽しみがこの一台からはじまります。

＊1  PCG-FX77/BP。PCG-FX55/BP・FX11/BPは14.1型。
＊2  PCG-FX77/BP・FX55/BP。PCG-FX11/BPはDVD-ROMドライブを搭載。

32

◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition。
●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。

◎写真はPCG-FX55/BPです。

64MB 約20GB CD-RW
ドライブ XGA・TFT

14.1型液晶 

（V.90/K56flexTM） 

最大約 

4/8時間 
＊1

＊2
最大56kbps 4ピン×1

i.LINK

700MHz

モバイルIntel®CeleronTM 
プロセッサー 

Windows®

Millennium 
Edition

 
ビデオメール 

デジタル 
ビデオ 
編集 

ネットワーク 
コネクター 

ノートブックコンピューター

PCG-FX55/BP オープン価格

64MB 約20GB DVD-ROM
ドライブ XGA・TFT

14.1型液晶 

（V.90/K56flexTM） 

最大約 

2.5/8時間 
＊1

＊2
最大56kbps

 
ビデオメール 

デジタル 
ビデオ 
編集 

4ピン×1

i.LINK

Windows®

Millennium 
Edition 600MHz

モバイルIntel®CeleronTM 
プロセッサー 

ノートブックコンピューター

PCG-FX11/BP オープン価格



パソコン上で地図を活用するデジタルマップナビゲーター。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」など、多彩な機能を誇ります。

●「お気に入りのお店」などの情報を素材に、手軽にホームページが作成

できます。他の「ナビン・ユー」ユーザーは、ホームページ画面のボタン

をクリックするだけで自動的に「Navin' You」が起動して、その場所の

地図が表示され、位置情報を取り込めます。

●ホテルやレストランなどの情報が検索できるホームページと連携＊。気に入った

場所は自動的にユーザーズポイントに登録され、ダイレクトに表示できます。

●バイオハンディGPS（別売）をプラスしてドライブナビゲーションも可能。
＊◎「旅の窓口」http://www.mytrip.net/ ◎「JTB国内宿泊」http://www.jtb.co.jp/navin/sp/ 
◎「MAPOO（マップー）」http://www.mapoo.or.jp/ ◎「e+（イープラス）」http://eee.eplus.co.jp/

ビデオメールで伝える、インターネットでつながる。

「バイオノートFX」から、ネットワークの楽しさが広がります。

54 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。

ビデオメールを送る。ホームページで画像を公開する。ボタンひとつでメール受信
＊

する。

インターネットのさまざまな楽しみが、気軽にはじめられる「バイオノートFX」。

楽しいコミュニケーションの世界が広がります。

＊PCG-FX77/BP・FX55/BPのみ。

バイオ用カメラ

PCGA-VC2（別売）オープン価格
＊詳しくはP14をご覧ください。

「バイオノートFX」につないで、ビデオメールが楽しめる「バイオカメラ」。

バイオ用カメラ

PCGA-VC2 オープン価格
※バイオカメラについて詳しくはP14をご覧ください。

デジタルハンディカムやバイオカメラから、動画＊1や静止画＊2を取り込み、メールボタンを押すだけで電子

メールソフトに自動添付＊3。手軽にビデオメールが送れます。

●22種類のエフェクトで、映像を楽しく演出できます。

●デジタルハンディカムの撮影済みのDVテープから

も取り込めます。

●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」に手軽にアップロード

することもできます。
＊1「Smart Capture Ver.4.1」で取り込める動画は、160×112ピクセル（MPEG1撮影時）、1ショット当たり最大120秒間で、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® 98、Windows®Millennium Edition、Windows® 2000 Professional
搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

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」。

おなじみのモモをはじめとするペット達がメールを運びます。
※「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。

かわいいペットがメールを運ぶ
「PostPet for Windows」。

ホームページやルート探索に、
デジタルマップを活用できる「Navin' You」。

インターネットプロバイダーへの入会手続きが、画面上のガイドに従って行えます。VAIO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」をはじめ、各社からお選びいただけます。
※契約後は、各プロバイダー規定の料金がかかります。

●「So-net」接続料金が最大3か月無料

入会金不要で接続料金も翌々月まで無料＊、買ったその日からインターネットが楽しめます。
＊アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担になります。「So-net」の入会にはクレジットカードが必要です。
※「電話パック」と「学割」は無料特典の対象外です。詳しくは、So-netインフォダイヤル0570-00-1414までお問い合わせください。

インターネットが手軽にはじめられるオンラインアクセスソフト。

■使いたい機能をワンタッチで起動する
「プログラマブル・パワーキー」。
（PCG-FX77/BP・FX55/BPのみ）

電子メールやインターネットブラウザーの

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個装備。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

実行させることも可能です。

◎写真はPCG-FX55/BPです。

ワイヤレスLAN スターターキット

PCWA-A100C（別売）
オープン価格

●ワイヤレスLAN アクセスポイント
PCWA-A100とワイヤレスLAN
PCカードPCWA-C100のセット。
※詳しくはP14をご覧ください。

ワイヤレスLAN アクセスポイント

ワイヤレスLAN PC カード

■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。

◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition。

ビデオメール／インターネット

ビ デ オ メ ー ル を 楽 し む

電 子 メ ー ル を 楽 し む

ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 す る

イ ン タ ー ネ ッ ト を は じ め る

便利なヘルプ検索機能を備えたバイオ専用サポートツール「CyberSupport」をプリインストール。各種ヘ

ルプファイルに加え、Windows® OSの基本操作を解説した「できるWindows® for VAIO」も手軽に参照でき

ます。さらに、インターネットに接続して、機種ごとのサポート情報やQ&AサーチなどがVAIOホームペー

ジ「SUPPORT」サイトでご利用いただけます。 ※サポートについて詳しくはP15をご覧ください。

使い方や困ったときの解決を支援する「VAIO e-Support」。

サ ポ ー ト で つ な が る

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



画像を集めて、つくる、遊ぶ。

新しいアイデアで、画像をたっぷり楽しめます。

76 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。

DVテープのワンシーンをラベルやカードにしたり、ホームページで仲間に見せたり。

「バイオノートFX」なら、静止画や動画をどんどんコレクションして加工したりと、

コミュニケーションに多彩に活用できます。

◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition。

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」。

HTMLアルバム ラベルメーカー一覧表示

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」。

家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムを、インターネット上

に手軽に作成できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティーサ

イトです。会員登録すれば、「Smart Capture」や「PictureGear」、

「MovieShaker」から画像を直接アップロードして、無料で掲載できます。画

像を仲間とシェアしたり一般公開したりと、楽しさが大きく広がります。

※ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。
※「イメージステーション」http://www.jp.imagestation.com/

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」。
パーソナルエンターテインメントオーガナイザー

PEG-S500C 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® 2000 Professional / Windows® Millennium Edition / Windows® 98 Second Edition / Windows® 98に対応。

画像にフリーハンドで文字や絵を描くことができます。「Pic tu reGear」、

「VisualFlow」、「Navin' You」と連携して、静止画にちょっとしたイラスト

や楽しいスタンプを加えられます。イラストや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ます。

画像にお絵描き感覚で文字や絵を書き込める「PictureToy」。

メモリースティックやフォルダー内の大量の画像データを手軽に確認でき

るビューワーソフトです。静止画や動画のサムネイルをらせん状などのユ

ニークなかたちに並べて一覧表示。拡大表示や動画の再生もできます。

画像をユニークな表示で確認できる「VisualFlow」。

一覧表示画面例

「PctureGear」との連携例

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、情報管理ソフトOutlook® 2000

をプリインストール。幅広いシーンで活用できます。
※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。

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

“メモリースティック”デジタルスチルカメラ

DSC-P1（別売）希望小売価格 99,800円（税別）

◎写真はPCG-FX77/BPです。画像活用／ワープロ／表計算

画 像 で 遊 ぶ

さまざまな形式の画像を一括管理・活用できる、画像マネジメントソフトです。

●HTML形式のアルバムやラベル、スクリーンセーバーなど、つくる楽しみが充実。お気に入りの画像をiモード

対応携帯電話で表示できるコンパクトHTMLアルバム＊を作成することもできます。

●テーマ別に分類したり、多彩な条件で検索できるので、大量の画像の整理も快適。

●動画の静止画への分解や、パノラマ画像合成などの加工機能、高速ズームなど多彩な機能があります。
＊画像はGIFファイルとして自動変換され、ファイルサイズは94×72ピクセル以下、容量は約4300バイトに処理されます。

ワ ー プ ロ 、 表 計 算 を す ぐ に は じ め る



「バイオノートFX」なら、自分だけのムービーづくりも手軽。

クリエイティブな映像の楽しみが広がります。

98 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。

動画が手軽に扱えるのも、「バイオノートFX」の大きな魅力です。

ふだん撮りためた映像から、好きなシーンを選んで編集。

DVテープに書き出したり、CD-Rなどに記録したり
＊
。

高度なビデオ作品から、遊び感覚のビデオクリップまで、

自分だけの作品を楽しみながらつくることができます。
＊PCG-FX77/BP・FX55/BPのみ。

●楽しい特殊効果を使ってマニュアル編集もできます。

●さまざまな出力形式に対応し、ビデオメールやホームページなどで作品を公開できます。

●約30秒のビデオクリップに自動編集してくれる「シェーカー」機能。

素材の映像を自動でつないで特殊効果で演出、楽しい作品が手軽にできあがります。

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」。
デジタルハンディカムやデジタルカメラで撮影した動画＊1や静止画＊2を素材にして、個性あふれるビデオ

作品づくりが遊び感覚で楽しめます。動画取り込みから、演出・編集、多彩な出力までシンプルな操作で楽

しめます。
＊1 使用可能な動画のファイル形式：QuickTime Movie（.mov）、AVI（.avi）、MPEG1（.mpg）
＊2 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）
※ DV機器からの取り込み、書き出しおよびDV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以上必要となります。

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り組める動画編集・加工ソフト

「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」を9,800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（http://www.vaio.sony.co.jp/）内のカスタマー専用サイト「アップグレードエリア」でご案内します。

Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版優待提供サービス。

動 画 で 遊 ぶ

i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから必要な映像だけを取り込み、カットしたりつなぎ合わせ

たりして高精度なデジタルビデオ編集が楽しめます。

●DV動画取り込み／書き出しツール「DVgate Motion」。

バイオに接続したDV機器をマウス操作で制御しながら、必要な映像だけを取り込みます。取り込んだ映

像は「DVgate Assemble」や「MovieShaker」などで多彩に編集可能。編集後の映像は、高画質のままDV

機器へ書き出して、オリジナルビデオ作品にできます。

●DV動画カット／アセンブルツール「DVgate Assemble」。

「DVgate Motion」で取り込んだ映像をカットしたり、つなぎあわせて自由な映像づくりが楽しめます。

MPEG形式への変換も可能です。

●静止画取り込みツール「DVgate Still」。

動画の決定的な瞬間を静止画として取り込めます。
※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「デジタルビデオ編集に関するご注意」をご覧ください。

高画質のまま映像を取り込んで、
デジタルビデオ編集が楽しめる「DVgate」。

ビ デ オ 作 品 を つ く る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

DCR-PC5（別売）オープン価格

素材にする動画を取り込む。

DVテープに
書き出す。

メールに
添付して送る。

パターンとBGMを選んで
シェイクボタンをクリック。

自動的にシェイクされ、ランダムにつながったビデオクリップに。

◎「シェーカー」機能使用例

◎エフェクト（24種類）

◎「DVgate」による動画編集

1

2

3

「DVgate Assemble」

編集後の映像は、デジタルハンディカムのDVテープに書き出せます。

「DVgate Motion」

「DVgate Motion」

DVテープの映像をシーンごとにリスト化。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。

必要な区間を指定して切り出し、各シーンを好き
な順番に並べ替えて、一本の映像に仕上げます。

◎写真はPCG-FX77/BPです。

薄氷 スポットライト セピア

◎トランジション（8種類）

クロスフェード 左からワイプ

◎テキストエフェクト（テロップ）

斜め合体 ギュンと縮小

◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition。

動画加工／編集

ホームページで
公開。

CD-Rや
CD-RWに
保存＊。

＊PCG-FX77/BP・FX55/BPのみ

◎デジタルビデオ編集のテクニックやコツをわかりやすくご紹介。
VAIOホームページ「DVスキルアップセミナー」 http://www.vaio.sony.co.jp/DV/



ときにはジュークボックスに。ときにはDVDシアターに
＊

。

「バイオノートFX」で楽しむ、新しいエンターテインメントです。

1110 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。●画面はハメコミ合成です。●画面の曲名は架空のものです。

好きな場所に「バイオノートFX」を置いて、音楽をコレクションしたり、

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する。

そして、DVDソフトで映画を楽しむ＊。

自分のスタイルで楽しむエンターテインメントです。
＊PCG-FX11/BPのみ。

■PCG-FX77/BP・FX55/BP・FX11/BP付属ソフト一覧

＊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「デジタルビデオ編集に関するご注意」をご覧ください。

＊3「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
使用できません。

＊4  PCG-FX11/BPではMPEG2の番組データの再生も可能です。
＊5「Bookshelf Basic 2.0」はCD-ROMで付属します。
※ソフトウェ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。
●Copyright©1999,2000 Adaptec, Inc. All rights reserved. AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、
Adaptec, Inc.の登録商標です。DirectCD、Easy CD CreatorはAdaptec, Inc社の商標です。
●Copyright InterVideo, Inc. 2001 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。
●KaraOK！は株式会社フェイスの商標です。
●Copyright©1991-2000 QUALCOMM, Incorporated. Copyright©1995-2000 株式会社クニリサー
チインターナショナル
●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
の商標または登録商標です。
●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は日本テレコム株式会社の商標です。
●「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。
●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。
●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。
●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。
●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。
●「iモード」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
●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、®マークは明記しておりません。

◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition。

DVD-ROMドライブ搭載のPCG-FX11/BP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。「WinDVDTM 2000」は、手軽な操作でDVDビデオが楽しめて、高画質

のビデオデコードが可能なDVDプレーヤーです。メニューによるナビゲーション操作、

音声や字幕の切り換えなど、DVDビデオのほとんどの機能に対応。プレーヤーからの操

作だけでなく、画面を直接クリックして操作することもできます。
※ 本機ではソフトウェアを用いて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ェ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FX」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。

DVD-ROMドライブ搭載の「バイオノートFX」で、
自分の部屋がDVDシアターに。
DVDビデオが手軽に楽しめる「WinDVDTM 2000」。（PCG-FX11/BPのみ）

D V D ビ デ オ を 見 る

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。音楽を新スタイルで
快適に楽しめる「OpenMG Jukebox for VAIO」。

ハードディスクにお気に入りの音楽をどんどん録音して、バイオをジュークボックスの

ように楽しめるソフトウェア。お手持ちの音楽CDの録音や、インターネット上の音楽配

信サービスの利用、対応ポータブルプレーヤーへの書き出しまで、統合環境で快適に楽

しめます。

●お手持ちの音楽CDを、ATRAC3＊1形式で高音質のまま圧縮して、スピーディーに録音＊2。

曲名データの自動登録も可能。ジュークボックス感覚で自在に管理・再生できます。

●ソニーの開発した音楽著作権保護技術「OpenMG」に対応しているので、インターネッ

ト上の音楽配信サイトから音楽を購入して登録できます。

●MP3やWAVE、WMA（Windows MediaTM Audio）などのサウンドファイルも管理できます。

＊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）。
※「OpenMG Jukebox」のご利用にあたって、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。

【対応音楽配信サイト】
◎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/

音 楽 を 聴 く

「bitmusic International」画面
© Copyright 2000 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

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。

コンピューター用アクティブスピーカー

SRS-Z500PC（別売）希望小売価格 8,800円（税別）

◎写真はPCG-FX11/BPです。

音楽を多彩なエフェクトでつないで再生できる「MusicShaker」。

「OpenMG Jukebox」に集めた音楽を、多彩

なエフェクトでつなぎながら、クラブミュー

ジックのような味つけで自動再生します。プ

レイスタイルに合わせて映像もダイナミック

に変化し、音楽と映像がひとつになった楽し

さを味わえます。

音楽管理・再生／DVDビデオ

●バイオ ミュージッククリップ（別売）などの対応ポータブルプレーヤーに好きな曲を

取り出せば、音楽を気軽に連れ出せます。好きな曲をドラッグ＆ドロップするだけの

手軽な操作で、高速での取り込み（チェックアウト）が可能です。

カテゴリー ソフトウェア 

クリエー 
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カスタマー 
サポート 

その他 

PCG-FX77/BP・FX55/BPのみ 
VAIO Action Setup Ver.1.3 
VisualFlow Ver.2.0 
PowerPanel 

Sony Notebook Setup 
VirusScan 

CyberSupport Ver.2.5 for VAIO 
 

Navin' You Ver.5.0 
Navin' You専用マップサンプル版（東京23区、名古屋市、大阪市） 

ハイパーダイヤ 
Roboword®  Ver.5.0 for VAIO 
Adobe® Acrobat®  Reader 4.0J 

郵便番号検索ツール 

Smart Capture Ver.4.1 
Microsoft® Outlook Express 5.5 

Eudora（4.3-J） 
PostPet  for Windows 

Microsoft® Internet Explorer 5.5 
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 簡単スターター 
ODNスターターキットソフトウェア 
P'z Dialer（ぷらら アクセスソフトウェア） 

@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 
ZEROサインアップ 

BIGLOBE サインアップナビ 

MusicShaker Ver.1.2 
KaraOK!

Media Bar Ver.3.2 
Windows MediaTM Player 7 

PCG-FX11/BPのみ 

WinDVDTM 2000 
OpenMG Jukebox Ver.2.0J for VAIO 

Beatnik Player Ver.2.0 
QuickTime 4.1 

RealPlayer 8 Basic 
PicoPlayer Ver.4.0＊3（MPEG1再生専用）＊4 

 

DVgate Ver.2.2＊2 

MovieShaker Ver.2.0＊2 
Microsoft®Windows®ムービーメーカー 

PictureGear Ver.5.0 
PictureToy  

Adobe® PhotoDeluxe®  for ファミリー4.0  
PCG-FX77/BP・FX55/BPのみ 

DirectCDTM Ver.3.0 
PCG-FX77/BP・FX55/BPのみ 

Easy CD CreatorTM 4 Standard
AV管理／再生統合ソフト 
 
DVD再生ソフト 

SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理／再生ソフト 
AV再生プラグイン 
ムービープレーヤー 
ストリームプレーヤー 
Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー 

アプリケーション等起動設定 
 
メディアブラウザー 
電源管理 
各種ユーティリティー 
ウィルスチェッカー 
カスタマーサポートツール 
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 

地図ビューワー 
サンプル地図データ 
電車交通案内 
クイック辞書ビューワー 
PDFビューワー 
郵便番号検索（7桁対応） 

ビジュアルコミュニケーション 
電子メール 
 
 
インターネットブラウザー 
サービスプロバイダー 

OpenMG対応自動演奏ソフト 
インターネットカラオケ 

DV動画／静止画 入出力／簡易編集 
動画編集・加工 
 
画像ファイルマネジメント 
静止画作成・加工（ペイント） 
静止画作成・加工（フォトレタッチ） 
CD-R/RWパケットライトソフトウェア  
 
CD-R/RWライティングソフトウェア 

OS Microsoft®Windows®Millennium Edition＊1

VAIO壁紙 
VAIOオンラインカスタマー登録 

UI Design Selector

Microsoft® Office 2000 Personal 
（Word 2000、Excel 2000、Outlook® 2000、Bookshelf Basic 2.0＊5） 

統合ソフトウェア 
（ワープロ、表計算、個人情報管理、マルチメディア統合辞典） 



USBコネクター

シリアルポート

プリンターポート

モジュラージャック

シンプルなボディと使いやすさ、そして充実した性能が、「バイオノートFX」の楽しみを広げます。

1312 ●画面はハメコミ合成です。

■広々として使いやすい、大画面の
15型SXGA+/14.1型XGA表示TFT液晶。

PCG-FX77/BPには15型SXGA+（解像度：1400×

1050ドット）、PCG-FX55/BP・FX11/BPには14.1

型XGA（解像度：1024×768ドット）のTFT液晶を採

用。高精細かつ広い領域で、快適に使えます。

■CD-RWドライブ＆FDD内蔵の
オールインワンタイプ。

PCG-FX77/BP・FX55/BPは、大容量のデータ保

存・書き換えも可能なCD-RWドライブ＊（PCG-

FX11/BPはDVD-ROMドライブ）とフロッピーディス

クドライブの両方を内蔵。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

グソフトウェアには「Easy CD CreatorTM 4

Standard」と、フロッ

ピー感覚で追記が行

える「DirectCDTM」を

付属しています。

＊High Speed CD-RWディスクへの書き込みには非対応です。
※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ディスクでも、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ことがあります。 ※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。
※ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合も
あります。
●著作権に関するご注意：この製品またはソフトウェアは、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。

■そのままネットワークに接続できる
コネクターを装備。（PCG-FX77/BP・FX55/BP）

直接ネットワークに接続できる、100BASE-TX/

10BASE-T対応のネットワークコネクターを採用。

LANやケーブルテレビ

などのネットワークの

接続がハードウェアを

追加せずに行えます。

■充実の拡張性。
2基のCardBus対応PCカードスロットや、2個の

USB端子をはじめ、シリアルポート、プリンター

ポート、マウスポートなど豊富な端子類を本体

に装備。「バイオギア」をはじめ、さまざまな周辺

機器を手軽に接続して、幅広く活用できます。

■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。

なぞったりタッピングすることで、さまざまな操

作が快適にできる大型インテリジェント・タッ

チパッドを搭載。パッドの右端をなぞれば上下ス

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。

■打ちやすいキーボード。
キーピッチ19ミリ、キーストローク約3ミリの打

ちやすいキーボードを採用しています。

■高性能モバイルPentium® III
プロセッサー750MHz＊。

CPUには高性能インテル® SpeedStepTMテクノロ

ジー対応モバイルPentium® IIIプロセッサー

750MHz＊を搭載。バッテリー駆動時には処理能

力を抑えて長時間駆動を可能にし、AC電源使用

時にはデスクトップ並のハイパフォーマンスを

発揮。デジタルビデオの再生・編集などマルチ

メディアデータの高速処理を実現しています。
＊PCG-FX77/BPに搭載。PCG-FX55/BPはモバイルIntel®CeleronTM

プロセッサー700MHz、PCG-FX11/BPはモバイルIntel®CeleronTMプ
ロセッサー600MHzです。

■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

準装備しました。デジタルビデオ編集時の大量

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。

■スムーズな描画を実現する
チップセットIntel®815EM。

3Dゲームからデジタルビデオの再生まで、より

スムーズな描画を実現するチップセットIntel®

815EMを採用しました。また、PCG-FX77/BPに

は、ディスプレイキャッシュ（3Dバッファー）を

装備し、3D画像をより高速に処理します。

■PC100対応高速SDRAM。
メインメモリーにはPC100対応の高速SDRAMを

採用。最大256MB＊への増設が可能です。
＊PCG-FX55/BP・FX11/BPでは、最大にする場合、標準搭載の
64MBメモリーを外す必要があります。

■高音質の楽しみが広がる
ステレオスピーカー。

本体キーボード上部には32mm口径ステレオス

ピーカーを配置。くせのないクリアな音質で、広

がりのあるステレオサウンドが楽しめます。

■最大56kbps高速モデム内蔵。
インターネットを快適に楽しめる56kbps＊（V.90/

K56flexTM）の高速モデムを内蔵しています。
＊V.90とK56flexTMを自動的に判別して切り換わります。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。

■ i.LINKによるネットワーク接続が可能。
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

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。
※「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」、「MovieShaker」を使
用中には、ネットワーク接続は利用できません。
※ i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものでは
ありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確
認ください。動作の可否は各機器のソフトウェアおよびハードウェ
アによって規定されます。

シンプルに操作できる使いやすさを追求しました。 快適に使いこなせる充実のスペック。

CD-RWドライブ

右側面

フロッピーディスクドライブ
※PCG-FX11/BPはDVD-ROMドライブを搭載。

バッテリーベイ

i.LINK端子S400（4ピン）

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

マイク入力

マイク入力ビデオ出力 バッテリーベイ

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）ヘッドホン出力

i.LINK端子S400（4ピン）

外部ディスプレイ用コネクター

※PCG-FX77/BP・FX55/BPのみ

◎写真はPCG-FX77/BPです。

ネットワークコネクター

USBコネクター

DC IN（電源入力端子）

背　面

左側面（PCG-FX55/BP・FX11/BP）左側面（PCG-FX77/BP）

正　面（PCG-FX77/BP）

ヘッドホン出力

正　面（PCG-FX55/BP・FX11/BP）

バイオノートFX
バイオC1バイオLX

i.LINKケーブル
（S400）

● i.LINK接続図（例）

◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition。

内蔵ステレオスピーカー

LEDインジケーター

CD-RWドライブ
※PCG-FX11/BPは
DVD-ROMドライブを搭載。

フロッピーディスク
ドライブ

プログラマブル・
パワーキー
※PCG-FX77/BP・FX55/BP
のみに搭載。

インテリジェント・
タッチパッド

SXGA+対応TFT液晶ディスプレイ
※写真はPCG-FX77/BP、15型SXGA+。
PCG-FX55/BP・FX11/BPは、14.1型XGA。

1050ド
ッ
ト

1400ドット

SXGA+

768ド
ッ
ト

1024ドット

XGA

19mm

※PCG-FX11/BPは、
外観が一部異なります。



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」。

USBケーブル

PCDA-UC18 オープン価格

「バイオノートFX」の楽しみを広げる関連製品。

i.LINKケーブル

◎〈4ピン⇔4ピン（S400規格）〉

VMC-IL4408A（0.8m）希望小売価格 2,200円（税別）
VMC-IL4415A（1.5m）希望小売価格 3,500円（税別）
VMC-IL4435A（3.5m）希望小売価格 5,500円（税別）

◎〈4ピン⇔6ピン（S400規格）〉

VMC-IL4615A（1.5m）希望小売価格 3,500円（税別）
VMC-IL4635A（3.5m）希望小売価格 5,500円（税別）

使いやすさを広げるアクセサリー

ACアダプター

PCGA-AC19V オープン価格

USBマウス

PCGA-UMS1/A＊

オープン価格

●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。

操作をより快適にする増設用メモリー。
128MB増設メモリーモジュール

PCGA-MM128N オープン価格
64MB増設メモリーモジュール

PCGA-MM64N 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。

USBハブ

PCDA-UH4 オープン価格
●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
トウェア「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。

●ケーブル長：1.8m

USB機器を複数台使用できるUSBハブ。

●「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。

メモリースティック用PCカードアダプター

MSAC-PC2N 標準価格7,800円（税別）

リチャージャブルバッテリーパック

PCGA-BP71 オープン価格

バイオの楽しみをさらに多彩に広げる「バイオギア」。

バイオ用カメラ

PCGA-VC2 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」。

●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：［VNW-V15］約 幅74.4×高さ94.3×厚さ8.5mm（最薄部）、［VNW-
V5］約幅74.4×高さ94.9×厚さ9.3mm（最薄部）●質量：約100g（乾電池含む）
※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。
※写真はVNW-V15です。

※i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類（ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど）は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。

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

＜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＞
●高感度アンテナをカード本体と一体化。

ワイヤレスLAN PCカード

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。

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。

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。

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」。

ワイヤレスLAN スターターキット

PCWA-A100C オープン価格

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）
※ノートブック型バイオでは1台まで接続して使用できます。※「バ
イオノートFX」との接続には、別途i.LINKケーブルが必要です。

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」。

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、各種ソフトウェアに対
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

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」。

●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。 ＊64MBメモリー搭載モデル。
※MC-HP1でバイオにプリインストールの「OpenMG Jukebox
Ver.2.0」でチェックイン／チェックアウトを行うには、VAIOホーム
ページから対応ドライバー／プラグインをダウンロードする必要が
あります。対応ドライバー／プラグインのご提供方法などについて詳
しくは、VAIOホームページ内の「SUPPORT」ページをご覧ください。

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」。

パーソナルネットワークプレーヤー

MC-S50 オープン価格
（スタンダードモデル）
64MBメモリー

パーソナルネットワークプレーヤー

MC-S25 オープン価格
（スタンダードモデル）
32MBメモリー

パーソナルネットワークプレーヤー

MC-HP1 オープン価格
（ヘッドホンモデル）
64MBメモリー

※「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。

15
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。

データ書き換えができ、CD-RWにも対応。

CD-RWドライブ

PCGA-CDRW52 オープン価格
●書き込み：最大約8倍速（CD-R）、最大約4倍速（CD-RW）
●読み出し：最大約24倍速（CD-ROM/CD-R）●付属のACア
ダプターから電源供給。●付属ソフトウェア：「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。※ディスクに
よっては書き込み速度に対応していない場合があります。※High
Speed CD-RWディスクへの書き込みには非対応です。

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。

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。

CyberSupport for VAIO（サイバーサポート）
◎困ったときの解決に役立つ、便利なヘルプ検索機能
を備えたバイオ専用サポートツール。
◎知りたいことが生じたときに、質問を自然な文章で
入力すれば、「できるWindows® for VAIO」をはじめ、
ハードディスク上のさまざまなヘルプファイル・オン
ラインマニュアル（HTML）ファイル・Q&A（よくある
質問とその回答）などをまとめて検索し、一覧表示。
◎最新情報ををダウンロードすることも可能。

できるWindows® for VAIO
Windows® OSの基本操作をやさしく解説したインプ
レス社の「できるWindows® for VAIO」（HTML版）＊

をプリインストール。CyberSupportで検索でき、図解
入りで見やすく解説。レッスン形式でステップアップ
できるのでわかりやすく、手軽に活用できます。
＊バイオ各モデルのOSに応じて、Windows® 2000 Professional版
/Windows® Millennium Edition版のいずれかがプリインストールされます。

VAIOホームページ「SUPPORT」サイト
（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）
◎機種ごとのサポート情報
ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、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。
◎Q&Aサーチ
使い方やわからないことをそのまま文章で入力すれば、
該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検
索できます。
◎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、電子メールまた
は電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。
＊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は、VAIOカスタマーリンクが承ります。
◎受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時（年末年始を除く）

引き取り修理
バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。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か月間）。修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

「サポート」でつながる

VAIO e-Support
「VAIO e-Support」は、バイオのサポートを、プリインストールのサポートツール「CyberSupport for VAIO」やインターネットを通

じて、スマートに利用できるサポート体制です。使い方ノウハウや困ったときの解決を支援します。

インターネットアクセス無料おためし利用
ご購入日から、2001年6月30日までの長期間にわたり、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
手続きも不要です。

◎ご利用期間：2001年6月30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カスタマー専用のインターネット接続サービス。
入会金不要で、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。
バイオメールアドレス（月額基本料300円/税別）
バイオ所有の証（@＊＊＊.vaio.ne.jp）を使って、メールの
送受信が楽しめます。※本サービスのみのご利用も可能です。

バイオインターネットセット（月額基本料2,000円/税別）
インターネットが使い放題のお得なサービスです。
＊ただし、深夜23時から2時の間に月30時間以上お使いの場合は、超
過1分につき3円のお客様負担となります。
※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。

「情報」でつながる

VAIOホームページ/ バイオライフ読本

「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。

VAIOホームページ（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、サポート、アップグレードのページなど、

バイオに関するあらゆる情報の総合的な入口です。

電子メールニュースでの情報のご提供
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。

バイオライフ読本
「バイオ・ワールド」の楽しさを紹介するカタログです。



「バイオノートFX」による「デジタルビデオ編集」に関するご注意

●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.2.2」/「MovieShaker Ver.2.0」/「Smart Capture Ver.4.1」は、2001年1月10日現在、ソニーが2000年12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。ただし、DCR-VX1000、およびDV端子のアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。
●「DVgate Ver.2.2」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機能を備えますが、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、MovieShaker
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。●PCG-FX55/BP・FX11/BPではメモリーを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。 ●PCG-FX55/BP・FX11/BPでMovieShaker Ver.2.0でDV動画を扱う場合には128MB以上のメモリーが必要です。

「OpenMG Jukebox Ver.2.0J 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）。
●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

Ver.1.x」付属のポータブルプレーヤーを、「OpenMG Jukebox Ver.2.0」をプリインストールしたバイオで使用するには、対応ドライバー／
プラグインが必要です。詳しくは、各ポータブルプレーヤーのサポートサイトをご覧ください。◆本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox
Ver.1.x」を上書きインストールしないでください。
●「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、本ソフトウェ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。

ノートブックコンピューター［バイオノートFX］

PCG-FX77/BP・FX55/BP・FX11/BP

●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。
●写真はPCG-FX55/BP（左）・FX77/BP（右）です。●画面はハメコミ合成です。

シンプルさは、楽しむために。

ここからはじまる、「バイオノートFX」。

Microsoft® Office 2000 Personal
プリインストールモデル

プロセッサー 
 
キャッシュメモリー（1次／2次） 
チップセット 
メインメモリー   標準／最大 
システムバスクロック 
 拡張メモリースロット（空きスロット数） 
グラフィックアクセラレーター 
ビデオメモリー 
液晶表示装置 
表示モード 
 
外部ディスプレイ出力 
フロッピーディスクドライブ＊5 
ハードディスクドライブ 
ドライブ 
外部接続端子 
 
 
 
PCカードスロット 
オーディオ機能 

内蔵モデム 
キーボード／ポインティングデバイス 
主な付属品 
 
電源 
消費電力 
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊9 
バッテリー駆動時間＊10　 
バッテリー充電時間＊11 
温湿度条件 
本体外形寸法（最大突起部含まず） 
質量  

OS

 

PCG-FX77/BP PCG-FX55/BP PCG-FX11/BP

 
15型、SXGA+対応、TFTカラー液晶 

Intel® 815EMチップセットに内蔵（ディスプレイキャッシュ4MB付き） 

コンポジットビデオ出力（NTSC/PAL対応）×1
ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×１ 

40W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0029

38W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0033

約2.0～4.0時間（付属バッテリー×1）、約4.0～8.0時間（PCGA-BP71×2） 約1.5～2.5時間（付属バッテリー×1）、約4.0～8.0時間（PCGA-BP71×2） 約2.0～3.5時間（付属バッテリー×1）、約4.0～7.0時間（PCGA-BP71×2） 
電源ON時：3.0時間　電源OFF時：2.5時間＊12 電源ON時：1.5時間　電源OFF時：1.0時間＊12

  約  幅324mm×高さ38.5mm（最厚部54.1mm）×奥行265.5mm
約3.2kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 約3.1kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 約2.9kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時） 

約  幅324mm×高さ35.8mm（最厚部46.9mm）×奥行265.5mm

1024×768（最大約1677万色＊3）／800×600（最大約1677万色＊3）／640×480（最大約1677万色＊3） 1400×1050（最大65536色）／1280×1024（最大約1677万色＊3）／ 
1024×768（最大約1677万色＊3）／800×600（最大約1677万色＊3）／640×480（最大約1677万色＊3） 

最大56kbps＊8（V.90/K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 

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%

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 
ACアダプター、バッテリーパック、テレホンコード（モジュラーケーブル）、リカバリーCD、Microsoft® Office 2000 Personalプリインストールパッケージ 

1400×1050（65536色）／1280×1024（約1677万色）／1024×768（約1677万色）／800×600（約1677万色）／640×480（約1677万色）＊4

●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　●USB×2　●外部ディスプレイ出力×1　● 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　 

TypeⅢ×１またはTypeⅡ×2、16bit/CardBus対応 
ウィンドウズサウンドシステム互換、AC97準拠、ソフトウェアMIDI音源、３Ｄサウンド機能、ステレオスピーカー 

インテル®SpeedStepTMテクノロジー対応 
モバイル Pentium®IIIプロセッサー750MHz モバイルIntel®CeleronTMプロセッサー700MHz

Microsoft®Windows®Millennium Edition

モバイルIntel®CeleronTMプロセッサー600MHz

3.5型（1.44MB／720KB）標準装備 

約20GB（Ultra ATA66）（C:約10.0GB／D:約10.0GB（出荷時））＊6

32KB／256KB（CPUに内蔵） 32KB／128KB（CPUに内蔵） 
Intel® 815EM

100MHz

DVD-ROMドライブ（最大8倍速／CD-ROM 最大20倍速、固定式＊7） CD-RWドライブ（読み出し：CD-ROM・CD-R 最大20倍速／CD-RW 最大14倍速、書き込み：CD-R・CD-RW 最大4倍速、固定式＊7） 

Intel® 815EMチップセットに内蔵 
最大11MB（メインメモリー共有）＊2

14.1型、XGA対応、TFTカラー液晶 

SDRAM 64MB（DIMM×1）／最大256MB＊1SDRAM 128MB（DIMM×1）／最大256MB

SODIMMスロット×2（1） 

ビデオケーブル 

45W（バッテリー充電含まず） 
S区分0.0030

■PCG-FX77/BP・FX55/BP・FX11/BPの主な仕様

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

お買い求めは信用ある当店へ

2001.2
カタログ記載内容 2001年2月現在

よい品を
手軽にクレジットで

〒141-0001  東京都品川区北品川6-7-35
〒108-0074  東京都港区高輪4-10-18

CVFWTP-2 Printed in Japan.（84995881）R

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。

http://www.vaio.sony.co. jp/「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。

＊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。

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

VAIOホームページ

は1MBを100万バイト、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。●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。
●本製品は個人用・家庭用です。

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
機器及びソフトウェアの中には、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●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

安全に関するご注意 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。

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
ギースタープログラムの対象製品に関する
基準を満たしていると判断します。

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。

＊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 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません。 ＊3 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。 ＊4 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。
PCG-FX55/BP・FX11/BPでは、1400×1050（256色）になります。＊5 フロッピーディスクドライブは、サブバッテリーベイとしてお使いいただけます。 ＊6 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ドライブ全体容量は約18.5GBです。 ＊7 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。CD-RWドライブはHigh Speed CD-RWディスクへの書き込みには非対応です。 ＊8 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。 ＊9 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。 ＊10 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。 ＊11 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。 ＊12 PCG-FX11/BPに標準搭載のバッテリーの容量は、PCG-FX77/BP・FX55/BPに標準搭載さ
れているバッテリーの約65％になります。


