
スマートに使える高性能を、「バイオ」ならではの楽しさを、

スタイリッシュに凝縮した、「バイオノート505」。

�

●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。�

ノートブックコンピューター［バイオノート505］�

PCG-Z505GR/K・Z505G/BP 



美しくスリムなボディに結晶した、使いやすい高性能と「バイオ」ならではの楽しみ。

そのオリジナリティをいちだんと洗練させ、いま「バイオノート505」は

またひとつ先へ、もっと楽しめる、もっと快適に使える高性能へと進化しました。

CPUにインテル® SpeedStepTMテクノロジー対応モバイルPentium® IIIプロセッサー650MHzを、

OSにWindows® 2000 Professionalを採用したPCG-Z505GR／K。そして、CD-ROMドライブと

Microsoft® Office 2000 Personalを付属のPCG-Z505G／BPがラインアップ。

スタイリッシュに持ち歩いて、スマートに使いこなす。

映像も、音も、思う存分楽しめるハイパフォーマンス、「バイオノート505」。

PCG-Z505GR/K オープン価格

モバイルPentium®IIIプロセッサー650MHzをはじめ、ハイスペックを結集。
Windows® 2000 Professionalも採用した、ハイグレードな「バイオノート505」。

メモリースティックスロット�

CPU
モバイルPentium¨

 III
プロセッサー�

650MHz

HDDメモリー�

128MB 約12GB�
�

ディスプレイ�

12.1型�
XGA・TFT液晶�

OS
Windows¨
2000�

Professional

スタミナ�

最大約�
2.0／6.0時間＊1

モデム�

最大56kbps＊2�
�

DV�
動画編集�

ビデオ�
メール�

マジックゲート�
対応�（V.90／K56flex）�

i.LINK

4ピン×1
ネットワーク�
コネクター�

＊1 バッテリー使用時間はバッテリーパック（M）（本体に付属）／バッテリーパック（LL）（別売）、いずれも省電力モード時の目安です。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。また、バッテリーパック（M）とバッテリーパック（LL）の併用はできません。
＊2  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33.6kbpsが最大速度になります。FAX送受信時は最大14.4kbps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。
◎オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

PCG-Z505G/BP オープン価格

CD-ROMドライブとMicrosoft® Office 2000 Personalを付属。
さまざまなシーンで、高性能を便利に使える「バイオノート505」。

OS
Windows¨
98�

Second Edition

メモリースティックスロット�

マジックゲート�
対応�

CPU
モバイル Intel¨�

CeleronTM プロセッサー�

500MHz

HDDメモリー�

64MB 約9GB�
�

ディスプレイ�

12.1型�
XGA・TFT液晶�

スタミナ�

最大約�
2.0／6.0時間＊1

モデム�

最大56kbps＊2�
�

DV�
動画編集�

ビデオ�
メール�（V.90／K56flex）�

i.LINK

4ピン×1

CD-ROMドライブ�

付属�
（PCGA-CD51/A）�

ネットワーク�
コネクター�

インデックス

P4-5 ハードウエア P12-13
各部の名称と機能
主な仕様

P8-9 ソフトウエア
OpenMG Jukebox 
Media Bar

P10-11 ソフトウエア
PictureGear／VisualFlow
その他の共通ソフトウエア

P6-7 ソフトウエア
Smart Capture
MovieShaker／DVgate

P14-15 関連製品

もっと楽しく、もっとスマートな高性能へ。さらにパワーアップした「バイオノート505」。もっと楽しく、もっとスマートな高性能へ。さらにパワーアップした「バイオノート505」。

あふれるハイスペック。
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650MHz＊。

CPUのハイパフォーマンスを持続させる、プログレッシブク－リングシステム。

コンパクトなボディでありながら、余裕ある12.1型XGA対応TFT液晶画面。
＊PCG-Z505GR／K

快適につきあえる機能性。
「回す」。「押す」。指一本で直感的な操作が行えるジョグダイヤル。

直接ネットワーク（100BASE-TX／10BASE-T）に接続できるネットワークコネクター。

美しくスタイリッシュに持ち歩ける、高剛性マグネシウム合金ボディ。

映像と音の新スタイル。
楽しいエフェクトで演出しながら、ビデオ作品づくりが手軽に楽しめる「MovieShaker」。

映像を添えて、表情ゆたかなビデオメールでコミュニケーションできる「Smart Capture」。

インターネットをとおして、新しいスタイルで音楽とつきあえる「OpenMG Jukebox」。

つながる、広がるおもしろさ。
音楽の楽しみをスマートにつなげる、「マジックゲートメモリースティック」対応。

デジタルハンディカムをつないで映像エンターテインメントを広げるi.LINK端子。

さらに楽しく、さらに便利に、多彩な魅力をプラスする「バイオギア」ラインアップ。

※フロッピーディスクドライブ（PCGA-UFD5）は別売です。 ※フロッピーディスクドライブ（PCGA-UFD5）は別売です。

2 3
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インテルSpeedStepテクノロジー対応モバイルPentiumIIIプロセッサーをはじめ、美しくスリムなボディに、進化した高性能が満ちている。

「バイオノート505」のハードウエアは、軽く薄い高剛性マグネシウム合金ボディに
高性能を凝縮した高密度設計。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650MHz＊をはじめ、ジョグダイヤルや
ネットワークコネクター、そしてマジックゲート対応メモリースティックスロットをも搭載。
さらに、余裕あるXGA対応12.1型液晶画面や、打ちやすい
約18mmピッチ・キーボードの採用など、ベーシックな使いやすさにもこだわり、
より高次元でのトータルバランスを徹底して追求しました。

PCG-Z505GR／Kには、モバイルPentium® IIIプロセッサー650MHzを搭載。電源

環境に合わせた処理能力の切り換えを実現したインテル® SpeedStepTMテクノロジー

により、バッテリー駆動時には処理能力を抑えて長時間駆動を実現する一方、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。動画や音声などのマ

ルチメディアデータも存分に楽しむことができます。また、チップセットにはシステム

バスクロックを100MHzにまで高め、高速データ転送を可能にした440ZX AGPセット

を採用。メインメモリーもPC100対応の高速SDRAMを搭載。PCG-Z505GR／Kに

は128MBを標準装備し、最大256MBまで増設できます
＊2
。

PCG-Z505GR／Kには6MBのビデオメモリーを内蔵し、高精細な静止画からDV

動画の再生まで、よりスムーズな描画を実現する高速128bitグラフィックアクセラ

レーター「NM2380」を搭載。3Dアクセラレーションにも対応し、映像の楽しみをより

快適にします。PCG-Z505G／BPには3MBのビデオメモリーを内蔵し、Windows® 98

のデュアルディスプレイ機能＊にも対応した「NM2230」を搭載しています。

より素早い画面描画を実現する高速グラフィックチップ搭載。

インタークーラーダイキャスト

上面

底面

インテル SpeedStepTMテクノロジー対応
モバイルPentium® lllプロセッサー650MHzを搭載＊1。

本体裏面透視図

＊1 PCG-Z505G／BPはモバイルIntel®CeleronTMプロセッサー500MHzを搭載。
＊2 PCG-Z505G／BPは64MB標準装備。お客様ご自身による増設は最大192MBまで。

「バイオノート505」は、独自のプログレッシブクーリングシステムを採用することで、

スリムなフォルムながら高性能CPUの搭載を実現しています。ヒートシンク自体は

もちろん、大型ファンユニット内部にも凹凸を持たせ、より大きな放熱有効面積を

確保。また、熱伝導率にすぐれた銅製のヒートパイプを一体化し、CPUの熱を本体

内部に瞬時に拡散させます。さらにボディ底面に装備されたインタークーラーダクト

により、CPU周辺の空気の流れを積極的につくり出して熱を強制放出。これらの働き

があいまって、発熱によるCPUのパフォーマンスダウンを抑制し、処理能力を最大限

に持続させることを可能にしているのです。

高性能CPUの高度な処理能力を持続させる、
プログレッシブクーリングシステム。

®

＊本体画面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。

®

＊PCG-Z505GR／Kに搭載。
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®

TM

アダプター類を必要とせず、ネットワー

ク（100BASE-TX／10BASE-T）に接

続できるネットワークコネクターを装備。

手軽にネットワーク接続が行えます。

「回す」「押す」の操作で、プログラム

やファイルの起動をはじめ、音量や輝

度の調整・設定や、ソニー製アプリケ

ーションの基本操作などが指一本で

快適に行える「ジョグダイヤル」を装

備しています。複数のアプリケーション

起動時に、ジョグダイヤルからアクティ

ブウィンドウの切り換えも可能とな

り、使い勝手が一層向上しました。

登録されているプログラムや機能、任意に登録しておいたプログラムやファイル

などを素早く選択し、起動できます。

プログラムや機能がスムーズに使える、ランチャー機能。

そのままネットワークに接続し、
高速通信できるネットワークコネクター。

マジックゲート対応メモリースティックスロット。

コンパクトな本体ながら、12.1型の

余裕ある大画面サイズを採用。XGA

表示（1,024×768ドット）対応により、

ワイドな領域でくっきりと見やすい高

精細表示を実現しています。

12.1型の大画面で、
XGA表示にも対応した高精細TFT液晶。

「バイオノート505」のボディには、軽く

丈夫なマグネシウム合金を使用して

います。薄さ約24.5mm＊という薄型

化を達成し、質量は付属のバッテリー

パック（M）を装着した状態でも約

1.7kg。また、液晶部外側には、「バイオ」

ロゴを彫り込み状に成型しました。

スタイリッシュに持ち歩ける、
薄型・軽量の高剛性マグネシウム合金ボディ。

回す・押すで、さまざまな機能を快適に操作できる「ジョグダイヤル」。

薄くコンパクトな新世代のリムーバブル

メディア「メモリースティック」を直接差

し込んで使えるスロットを本体に装備。

デジタルカメラで撮影した画像や大容

量のデータを手軽にやり取りできます。

また、著作権保護技術を搭載した「マ

ジックゲート メモリースティック」にも

対応しているので、「メモリースティック

ウォークマン」（別売 NW-MS7）で手軽

に音楽を持ち出すこともできます。

目的のファイル、ドライブ、フォルダを「クルクル」で閲覧し、
「ピッ」で選択。

「ジョグダイヤル」を「回す」でフォルダ

名・ファイル名ブラウズ、そして「押す」

で選択・起動が行えます。

ファイルの閲覧が「回す」「押す」で行える
フォルダブラウザ機能。

登録されたプログラム
を「クルクル」と表示

「ピッ」でプログラムを
選択

階層化に対応し、さら
に細かな操作が可能

「PictureGear」や「Navin' You」をはじめとするソニー製アプリケーションでは、

よく使う機能の操作を「ジョグダイヤル」で軽快に行うことができます。また、複

数のソフトウエアが起動している場合、「ジョグダイヤル ウィンドウスイッチャー」

によってアクティブウィンドウの切り換えが行えるようになり、さらに操作性

が向上しました。

ソニー製アプリケーションを快適に、手軽に操作

「ジョグダイヤル」で操作したいアプ

リケーションの登録や、「ジョグダイヤ

ル」そのものの操作性のカスタマイズ

を、「VAIO Action Setup」で設定する

ことができます。

設定は、「VAIO Action Setup」で。

＊Microsoft社のOfficeシリーズなど、一部対応していないソフトウエアがあります。

＊手前・最薄部。後部は29.3mm。

「音量設定」や「輝度調整」なども、「回す」「押す」だけのシンプルな操作で

可能です。「PowerPanel」の操作にも対応し、パワープロファイルの変更や

バッテリーの状態をみることもできます。

パワープロファイルやシステム設定をコントロール。

著作権保護対応IC記録メディア
＜マジックゲートメモリースティック＞

ジョグダイヤル設定

IC記録メディア
＜メモリースティック＞

＊1
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動画や静止画を取り込む�

多彩なエフェクトで楽しく演出する�

画像を確認する�

電子メールに添付する�

ビデオメールも。ビデオ編集も。「バイオノート505」なら楽しい映像の世界が、ぐんと広がる。

「バイオノート505」は、ビデオメールやビデオ編集など、映像の楽しみもたっぷり。

動画や静止画を添えたビデオメールが送れる「Smart Capture」や、

多彩なエフェクトで演出しながら、手軽に動画で遊べる「MovieShaker」。

そして、デジタルハンディカムをつないで、DV動画の取り込みからカット編集、

DVテープへの書き出しが行える「DVgate」。

映像をクリエイトして遊んだり、楽しくコミュニケートするための

ソニーオリジナルソフトが多彩に付属しています。

メールで送る画像を確

認したら、メールボタン

をクリックするだけで、

映像をメールに添付で

きます。

自動起動したメールソフトで、本文を書き込

んで送信。動画はMPEG1方式で圧縮して

送信されるため、気軽に送れます。

動画も静止画も、取り込み時に22 種類の多彩

なエフェクトがかけられます。デジタルズーム

（最大20倍）も搭載。遊び心のあるユニークな

映像で、楽しいビデオメールが送れます。

＊1「Smart Capture Ver.3.0」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（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®98搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

「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オカメラ

から、動画
＊1

や静止画
＊2

を取り込んで手軽に電子メールで送れるソニーオリジナル

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です。取り込んだ画像は、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自動で添付
＊3

されます。表情やユニークな映像を

メールに添えれば、楽しいビジュアル・コミュニケーションの世界が広がります。

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 Ver.3.0」。

セピアスポットライトうねうね

「MovieShaker（ムービーシェーカー）」なら、個性あふれるビデオ作品を遊び感覚で

つくることができます。編集操作は、素材映像の長さを調節して好きな順番に並び換

えるだけと、とてもシンプル。作品を演出する特殊効果も多数搭載しています。さらに、

ホームページで公開したり、メールで送るなど、つくった後も、楽しさが広がります。

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 Ver.1.1」。

素材トレイに加工したい映像を取り込む
デジタルハンディカムから「DVgate」で取り込んだDV動画や
デジタルスチルカメラで撮った静止画を素材として読み込みます。
音楽ファイルも、BGM用素材として読み込めます。

映像を好きな長さにトリミング

特殊効果で演出する
好みのエフェクトを選びます。テロップなどの文字を画像に載せる場合も、
ここでテキストを入力し、フォントを選びます。

読み込んだ映像や音楽を再生しながら、必要な範囲を指定してカットし、
素材をシーンとして加工しておきます。

シーンを並べる
個別に加工し終わった素材を、好きな順番に並べます。
BGMを加える場合も、この時点で並べておきます。

つなぎ目に特殊効果を入れて完成
シーンとシーンのつなぎ目に、多彩に用意されたトランジション
（シーンの切り換わりを演出する特殊効果）を挿入して完成です。

完成した作品は、その場で見て楽しむほかにも、ビデオメールやホームページなど、

さまざまに活用が可能。メールに添付して送りたいときは、作品の始めの1分間を

MPEG1形式でコンパクトに圧縮して、電子メールソフトに自動添付。また、ホーム

ページでの公開用にRealVideo方式やQuickTime方式で保存できます。さらに、

「DVgate」でDVテープへ書き出すこともできます。
＊DV形式で保存する場合、書き出しが終了するまでに作品の実時間の約10～20倍以上の時間が必要となります。また、
PCG-Z505G／BPでは「DVgate」でのDVテープへの映像書き出しにはメモリー増設が必要です。詳しくはP13下部をご覧ください。

エフェクトや画面の切り替え効果、タイトルなど
楽しい特種効果を豊富に搭載。

素材映像に重ね合わせて表示す

る24種類のエフェクトや、シー

ンとシーンの切り替わりをを効

果的に演出する8種類の「トラン

ジション」、そしてフォントと8

種類のエフェクトを選んで楽し

いテロップが作れる「テキスト

エフェクト」を用意。また、素材

の音量や色合い、再生スピード

も設定でき、手軽な操作で魅力

的に作品を演出します。

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」機能。おだやかなテイスト

から激しいテイストまで5段階の

設定から選ぶだけで、あとは素材

をランダムに「シェイク」します。

エフェクトやテキスト
＊1

、BGM
＊2

まで

ついた楽しいビデオクリップが自

動的にできあがります。
＊1 テキストはあらかじめ入力が必要です。＊2「MovieShaker」に付属しているBGMになります。

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「DVgateVer.2.1」。
「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

ノート505」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作りが

楽しめるソニーオリジナルソフトウエア。映像を取り込んだり、編集後にDV テープ

に書き出せる「DVgate Motion」、必要なシーンを選んで編集する「DVgate

Assemble」、DV動画から決定的な瞬間を静止画としてキャプチャーできる

「DVgate Still」の3ツールで使いやすく構成されています。Ver.2.1に進化して、

「ジョグダイヤル」での操作性がさらに向上。DV動画ならではの高画質で、ビデオ

作品を作る楽しみと、見せる楽しみが大きくふくらみます。
＊ビデオCDディスクを作成することはできません。
＊PCG-Z505G／BPではDVテープへの映像書き出しにはメモリー増設が必要です。詳しくはP13下部をご覧ください。
＊「DVgate Still」でキャプチャーした静止画をDV機器へ書き出す機能はありません。
＊「DVgate Ver.2.1」による動画映像の編集にはご注意事項があります。詳しくはP13下部をご覧ください。

Adobe®Premiere®5.1LE 日本語版 優待提供サービス
「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、定評あるビデオ編集・加工ソフト
「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」と解説書・サンプルデータ集のセットを9,800円（税別、送料別）でご提供します。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。

「DVgate Motion」

トランジション

エフェクト

テキスト

回転 クロスフェード 左からワイプ

スポットライト 波紋 マリンスノー

左からフェード ギュンと縮小 クルクル
STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

STEP 05
多彩な出力形式に対応。
ビデオメールやホームページで作品を公開できます。

「バイオカメラ」やデジタルハ

ンディカムからの映像をファ

インダーで確認し、キャプチ

ャー開始。エフェクトをかけ

る場合は、ここで選びます。

6
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CD

ミュージッククリップ�

USB接続�
（PCG-Z505G/BPのみ）�

ダウンロード�

CD録音�

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�
ウォークマン�

マジックゲート対応�
メモリ－スティックスロット�

インターネット�

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

お気に入りの曲をどんどん録音して「バイオノート505」をジュークボックスのように

楽しめる、圧縮音楽ファイル管理・再生ソフトウエア。お手持ちの音楽CDを、

ATRAC3
＊1

形式で高音質のまま圧縮して録音
＊2

したり、MP3やWAVEファイルも変換

して登録できます。OpenMG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。さらに、「バイオ ミュージッククリップ」（別売

MC-P10）や「メモリースティック ウォークマン」（別売 NW-MS7）などを使って、自分

の音楽コレクションを連れ出す
＊3

こともできます。また、「CD情報取得機能」への対応

など、機能がさらに充実しました。

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 Ver.1.2J for VAIO」。

音楽CDから録音
お手持ちのCDから、音楽を「バイオノート505」のハードディスクに取り込むことが
できます。アルバム全曲あるいは選択した曲のみの指定もできます。

MP3やWAVEを変換して登録できる「ファイルインポート」
お手持ちのMP3ファイルやWAVEファイルなども、OpenMG方式で著作権保護し、
「OpenMG Jukebox」で扱うことができます。

音楽を持ち出せる「ポータブルプレーヤー」
「バイオ ミュージッククリップ」（別売 MC-P10）や「メモリースティック ウォークマン」
（別売 NW-MS7）などのポータブルプレーヤーと音楽データのやり取りができ、お気に
入りの曲だけを持ち出して楽しむことができます。

ライブラリーを編集できる「マイセレクト」
コレクションした曲を使って、自分のライブラリーを編集。CDから取り込んだ曲も、
インターネットからダウンロードした曲も同様に扱え、検索機能も充実しています。

インターネットで音楽を購入できる「EMDダウンロード」

「OpenMG」とは、パソコン上で著作権データを管理する保護技術のこと。

「OpenMG Jukebox」や「バイオミュージッククリップ」間でお互いを認証し、

データを暗号化することで、健全で快適なデジタル音楽環境をサポートします。

インターネット上の音楽配信サイトにアクセス。聴きたい曲を探したり、購入したりと、
EMD＊1と呼ばれるインターネットによる音楽配信サービスが楽しめます＊2。

ソニーが独自開発した著作権保護技術「OpenMG（オープンエムジー）」。

「バイオノート505」は、マジックゲート

対応メモリースティックスロットを装

備しているため、「OpenMG Jukebox」

からお気に入りの曲を直接「マジックゲ

ート メモリースティック」に書き込んで、

「メモリースティック ウォークマン」（別

売 NW-MS7）で気軽に持ち出せます。

「OpenMG Jukebox」と「バイオノート505」で、
新しい音楽の楽しみ方が広がります。

＊1 EMD：Electronic Music Distribution ＊2 音楽配信サービスを受けるためには「OpenMGウェブサイト」
で「ユーザー登録」を行い、「バイオノート505」をセットアップする必要があります。

音楽CD、各種AVファイルを
管理・再生できる「Media Bar Ver.3.1」。

音楽CDや各種AVファイル＊の管理・再生を統合環境で楽しめます。「CD情報取得機能」

により、音楽CDの曲名データの自動登録が可能。インターネット上のデータベースとも連携

して、お手持ちの音楽CDライブラリーを手軽に作成できます。

著作権保護の世界規格「SDMI」準拠 SDMI（Secure Digital Music Initiative）はデジタル音楽著作権保護を目的に、
1998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。

「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」ご利用上のご注意

「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。●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、現在ソニーが準備中の、インターネ
ット上での認証システムを利用したバックアップリストアサービスのご利用が必要です。詳しくは、OpenMGサイト
（http://www.openmg.com/jp/）でご案内する予定です。●不具合などの原因により、録音やダウンロードができなかった場合
や音楽ファイルが破損または消去された場合の内容の補償については、ご容赦ください。●コピー禁止信号の入った音楽
ソースは取り扱えない場合があります。●PCGA-CD5は、「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」でのCD録音にはお使い
になれません。●i.LINKやUSBで接続するCD-ROMドライブなどでは、CD録音ができない場合があります。●「OpenMG
Jukebox」は、同一のソフトウエアを複数のパーソナルコンピューターにインストールすることはできません。

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（バイオミュージッククリップなど。以下「プレーヤー」）への取り込み（チェックアウト）
が可能です。●4台目のプレーヤーに取り込みたい場合は、3台目までのプレーヤーのいずれかから認証キーを「バイオ」に
戻す（チェックイン）必要があります。●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」にのみチ
ェックインが行えます。●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。

「OpenMG Jukebox」は、SDMI（Secure Digital Music Initiative）の規定に従い、音楽著作権を保護し、音楽文化の健全な
発展と正当な購入者の権利を確保するため、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。

＊「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生できません。
※PCG-Z505GR/Kの場合、音楽CD、CDExtraの再生には、別売のPCGA-CD51/AなどのCD-ROMドライブが必要です。

＊ PCG-Z505GR/Kで音楽CDから録音を行うには別売のCD-ROMドライブ（PCGA-CD51/A）が必要です。
PCGA-CD5は、「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」でのCD録音にはお使いになれません。

● は、SDMI規格に準拠した製品であることを示すものです。● 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。

インターネットやCDから、音楽を取り込んで持ち歩く。「バイオノート505」が自分専用のジュークボックスになる。

「バイオノート505」は、音楽の楽しみ方も新しくします。

インターネットやCDから音楽ファイルを取り込める「OpenMG Jukebox」や、

音楽ソフトや音楽ファイルをスマートに楽しめる「Media Bar」など、

大好きな音楽と新しいスタイルでつきあえるソニーオリジナルソフトを付属。

「バイオミュージッククリップ」や「メモリースティックウォークマン」ともつながって、

音楽の楽しみがもっと自由に、大きく広がります。

ハードディスクにあらかじめ、国内発売の邦楽・洋楽約67,000件の音

楽CDの曲名データを収録。「Media Bar」や「OpenMG Jukebox」で、

音楽CDの登録や録音をする際に、曲名データを自動で入力できます。

データが見つからない場合も、インターネットに接続すれば最新のデータ

に参照できるので、新譜CDにも対応可能
＊1
。さらに、インターネット上

のオンラインCDショップ「CDNOW JAPAN」＊2にアクセスして、キー

ワードを指定して検索することも可能です。

曲名データベースを使って、手軽にCD情報を
登録できる「CD情報取得機能」。

OpenMG Jukeboxの主な機能

＊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」および「メモリースティックウォークマン」に取り出す（チェックアウト）には、それぞれに
付属のソフトウェアをインストールする必要があります。

音楽を手軽に扱えるマジックゲート対応
メモリースティックスロットを装備。

＊1 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により運営されています。
＊2「CDNOW JAPAN」：http://www.cdnow.co.jp/

Media Bar CDプレーヤー

EMDサービスご使用上の注意事項 ●インターネットへの接続環境が必要となります。●「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、専用のWebサイトから「EMDキー」やプログラムなどの
ダウンロードが必要となります。●さらに、各配信サービスの実施主体者へのお申し込みも必要となります。●お客様のセ
キュリティー保護のため、暗号通信（SSL）を設けております。プロキシサーバーなどで SSLが使用できない環境（企業か
らのアクセスなど）にあるお客様は、ご利用できない場合があります。

8

＊ミュージッククリップ（MC-P10）、メモリースティックウォークマン（NW-MS7）を
PCG-Z505GR／Kで使用する場合、注意事項があります。詳しくはP14～15をご覧ください。
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楽しいソフトや役立つソフトが、いろいろ。映像も、インターネットも、もっともっとおもしろくなる。

カテゴリー� ソフトウエア�
�
�
クリエーション�
�
�
�
オーディオ＆ビジュアル�
�
�
�
�
�
�
コミュニケーション�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
リファレンスツール�

�

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�

制止画加工（フォトレタッチ）�

AV管理／再生 統合ソフト�

SDMI準拠・圧縮音楽データ管理／再生ソフト�

インターネットエクスプローラー／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�

ムービープレーヤー�

ストリームプレーヤー�

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）�

ネットワークモニター�

FTPアップローダー�

電子メール�

�

インターネットブラウザー�

�

3Dマルチユーザーチャットワールド�

サービスプロバイダー�

�

�

�

�

�

�

�

オンラインバンキング �

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）�

マルチメディアメモ�

簡易ワープロ�

手書きメモ機能�

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）�

�

DVgate Ver.2.1＊2�

MovieShaker Ver.1.1�

PictureGear Ver.4.1�

Adobe PhotoDeluxe for ファミリー3.0�

Media Bar Ver.3.1�

OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO＊3�

YAMAHA MIDPLUG Control for XG／�
YAMAHA MIDPLUG for XG�

YAMAHA XG Player 4.0�

QuickTime 4.1�

RealPlayer G2�

Smart Capture Ver.3.0 �

Smart Connect Ver.3.0 �

Smart Connectモニター Ver.1.1�

Smart Publisher Ver.1.4�

Microsoft¨ Outlook Express 5�

PostPet Ver.2.0 jp ※PCG-Z505G/BPのみ�

Internet Explorer 5�

Netscape Communicator 4.7 日本語版�

さぱり ミレニアム�

�

�

�

�

�

�

�

�

さくらのブラウザバンキングサービス�

Navin' You Ver.4.1 for VAIO�

プロアトラス2000（東京23区・名古屋市・大阪市）�

ハイパーダイヤ�

Roboword¨ Ver.4.0 for VAIO�

Adobe¨ Acrobat¨ Reader 4.0J�

郵便番号検索ツール�

Smart Label Ver.2.3�

Smart Write Ver.1.4�

Smart Pad Ver.1.4�

Microsoft¨ Office 2000 Personal�

 （Word 2000、�
  Excel 2000、�
  Outlook 2000、�
  Bookshelf Basic 2.0）＊3�

※PCG-Z505G／BPのみ�

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'zDialer（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 ※PCG-Z505G/BPのみ�
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�
10円メールマスター�
�

Smart Script Ver.1.2  ※PCG-Z505G/BPのみ�

VAIO Action Setup Ver.1.1�

VisualFlow�

ジョグダイヤルウィンドウ�

ジョグダイヤル壁紙チェンジャー�

ジョグダイヤルウィンドウスイッチャー�

BatteryScope�

PowerPanel�

Sony Notebook Setup�

VirusScan�

VAIO壁紙�

VAIOオンラインカスタマー登録�

ジョグダイヤルスクリーンセーバー ※PCG-Z505G/BPのみ�

UI Design Selector

スクリプト作成／実行�

アプリケーション等起動設定�

メディアブラウザ－�

ジョグダイヤル表示 �

ジョグダイヤル専用ツール�

�

電源管理�

�

各種ユーティリティ－�

ウィルスチェッカー�

VAIOオリジナル壁紙�

オンラインカスタマー登録�

ジョグダイヤル専用スクリーンセーバー�

VAIOオリジナルGUIセットアップ�

�

ステーショナリー�
�
�
�
�
�
�
�
ユーティリティー�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
その他�

Microsoft¨ Windows¨ 2000 Professional＊1   （PCG-Z505GR／K）�

Microsoft¨ Windows¨ 98 Second Edition＊1   （PCG-Z505G／BP）�

�

OS

・Microsoft、Windows、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 1996-1999 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved・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
RealNetwork,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になっています。）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は日本テレコム株式会社の商標です。・「ぷらら」はジーアールホームネット株式会社の商標です。・DIONは第二電
電株式会社の登録商標です。・NEWEBはKDD株式会社の商標です。・10円メールマスター、マスターネットサインアップツールはマ
スターネット株式会社の商標です。・2000 AMERICA ONLINE. INC. All Rights Reserved.・@niftyはニフティ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。・PowerPanel、BatteryScope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。・その他本書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。

＊1システムの再インストールは付属リカバリーソフトにて自動で行います（Word 2000／Excel 2000／Outlook
2000、OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIOは除く）。OS単体インストールはできません。＊2 PCG-Z505G／BP
ではDVテープの書き出しにはメモリー増設が必要です。＊3 OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO、Bookshelf
Basic 2.0は、CD-ROMで付属しています。※ 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。 ※これらソフトウエアには ①ソニー
VAIOカスタマーリンクによるサポート ②各ソフトウエアメーカーによるサポート ③サポート対象外の3種がありま
す。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。※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
操作を行うものがありますので、ご了承ください。

「バイオノート505」を便利に使いこなし、「バイオノート505」との生活を

フルに楽しむために、豊富なソフトウエアがそろっています。

インターネットをおもしろくしたり、あなたの行動をアクティブに応援したり、

さらにハードウエアの機能を使いやすく設定したり。さまざまな可能性を追求した、

付属ソフトウエアが勢ぞろい。「バイオ」の世界が、ますます大きく広がります。

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの
画像管理にも便利な「PictureGear Ver.4.1」。
「PictureGear（ピクチャー・ギア）」は、さまざまな形式の動画・静止画を一括管理・

活用できる映像マネージメントソフトです。指定したフォルダー内の画像を一覧表

示させ、使いたい画像を素早く探し出すことが可能。デジタルカメラで撮りためた

大量の画像データも快適に整理でき、つくる楽しみを広げる機能や便利な機能も

充実しています。

画像も音声も、サムネイルで一覧表示。12.5%～800%の高速ズームで画像を確認し

たり、動画はサムネイルのまま再生できます。撮影日やフォーマットなどから検索したり、画

像の類似度に合わせて並べ換えることもできるので、元画像から加工した画像を探す

場合も便利です。

旅行や成長記録など、あらかじめ作成したテーマ別の仮想フォルダーに、動画／静止

画／音声ファイルを登録可能。整理・分類もスムーズです。

ミニディスクやビデオカセットなどに使える写真入りラベルもつくれます。多彩な

表示効果と効果音で盛り上がる、スライドショーも作成できます。

複数の静止画から最大360度までのパノラマ画像を作成したり、広範囲をトレース

して撮影した動画から1枚の静止画を合成することもできます。

動画はMPEG1／AVI／Quick Time、静止画はFlashPix／PhotoCD／TIFF／JPEG／

BMP／GIF／DCF*、音声はWAVE／MIDI／MP3などのデータフォーマットに対応。

異なるフォーマットの同時一覧表示、静止画や動画のフォーマット変換も可能です。
＊DCFは、JEIDAで標準化された「Design rule for Camera Filesystem」規格の略称です。
＊上記の形式の画像でも特殊な画像は表示できないものがあります。

手軽に画像活用が楽しめる
「Adobe®PhotoDeluxe® forファミリー3.0」。
「PictureGear Ver.4.1」でストックした画像は、

「Adobe®PhotoDeluxe® forファミリー3.0」で加工。

さまざまな効果を加えたり、ポストカードやカレ

ンダーなどを手軽につくれます。
※アドビシステムズ（株）により、初回コールから90日間無料サポート。
以後も同社による有償サポートメニューが受けられます。

「メモリースティック」内の映像を
手軽に確認できる「VisualFlow」。
「VisualFlow（ビジュアル・フロー）」は、「メモリーステ

ィック」に記録された映像データを手軽に確認できる

データビューワーソフトです。あらかじめ設定しておく

ことにより、「メモリースティック」を「バイオノート505」

のメモリースティックスロットに差し込むと自動的に起

動
＊

し、静止画や動画のサムネイルをらせん状などの

ユニークなパターンで一覧表示することも可能です。

「VisualFlow」で画像データを選択すると、「PictureGear Ver.4.1」を起動させることも

できるランチャー機能を搭載。すぐに画像を加工したり、スライドショーを見たりできます。

動画はMPEG1／AVI、静止画はTIFF／JPEG／BMP／GIF／DCF＊などのデータフォー

マットに対応しています。
＊DCFは、JEIDAで標準化された「Design rule for Camera Filesystem」規格の略称です。※上記の形式の画像でも特殊な
画像は表示できないものがあります。

デジタルマップを活用できる
「Navin' You Ver.4.1 for VAIO」。
「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「トラベルルート検索」をはじめ、多彩な機能を誇ります。

電車などの公共機関での外出に、出発点と目的地を指定するだけで、それぞれの近

くの駅と利用路線、時刻、乗り継ぎまでをガイド。検索結果を自動レイアウトして印刷

も可能。ドア・ツー・ドアの親切な行程が作成できます。

インターネット上でレストランなどの検索ができる「MAPOO（マップー）」＊1をはじ

め、ホテルの検索・宿泊予約などができる「旅の窓口」＊2から気に入った情報を取り

込んでユーザーズポイントに登録すれば、手軽に地図データベースが作成できます。
＊1 http://www.mapoo.or.jp/ ＊2 http://www.mytrip.net/ 

住所・郵便番号にマウスポインターを近づけるだけで自動的に読みとり、該当の地

点の地図を表示できます。

最新のデジタルマップ「プロアトラス2000」東京23区／名古屋市／大阪市サンプル

地図データもプリインストール。

「Navin' You」のさらに豊富な機能をご利用いただける、ハンディGPSレシーバーとナビ研地図のセットを「アップグ
レードキット」として、VAIOホームページ内のVAIOご登録カスタマー専用サイト「アップグレードエリア」で、ご提供す
る予定です。詳しくはVAIOホームページをご覧ください。 ＜VAIOホームページ＞http://www.vaio.sony.co.jp/

多彩な条件で素早く検索でき、高速ズームですぐ確認可能。

ファイルの分類に便利なコレクション機能。

オリジナルラベルの作成やスライドショーなども楽しめる。

360度のパノラマ作成や、動画ステッチなどの画像加工機能。

多彩なマルチメディアフォーマットに対応。

「PictureGear Ver.4.1」とスムーズに連携するランチャー機能。

動画や静止画などのマルチメディアデータに対応。

「バイオノート505」シリーズ付属ソフトウエア一覧

トラベルルート探索機能。

インターネットとも連携。

アドレスキャッチャー機能。

サンプル地図データを付属。

＊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」との連動によりご提供しています。

トラベルルート探索機能 インターネットとの連携

「Navin'You」の最新機能をご活用いただくために、アップグレードキットやアップグレードサービスをご用意しています。

So-netの愛玩電子メールソフト「PostPet（ポストペ

ット）Ver.2.0jp」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、あなたの電子

メールを運びます。

かわいいペットたちがメールを運ぶ「PostPet Ver.2.0jp」。

PCG-Z505GR／Kには、動画編集など高度な処理にも安定して応える高いパフォー

マンスとWindows® 98の使いやすさを両立した新しいOS、Microsoft Windows®

2000Professionalを搭載しています。

Windows 2000 Professional。

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、マルチメディア統合辞典Bookshelf® Basic 2.0をパッケージした、マイクロソフ

ト社のMicrosoft® Office 2000 Personalをプリインストールしています。

Microsoft Office 2000 Personal

※「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POPまたはAPOPサーバー、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。

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

＊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。

®

®

PCG-Z505GR/Kに採用

PCG-Z505G/BPに付属

PCG-Z505G/BPに付属

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、12月31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、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。

お買い上げいただいたその日から、インターネットが楽しめる。
入会すればメールもさらに楽しい、「バイオネットワークサービス」。

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。お得な特典いっぱいの「バイオメールア

ドレス」など、バイオネットワークサービスならではの機能をご利用いただけます。

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。

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115地域
149箇所（2000年3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。

※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。

※会社や学校のネットワーク環境によ
ってはご利用いただけない場合もあり
ます。

月額基本料：300円

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

※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。

インターネットアクセス無料おためし利用

●ご利用期間
2000年12月31日まで
●ご利用可能時間
午前8：00から午後8：00まで

バイオネットワークサービス（http://www.vaio.ne.jp/）

「バイオ」所有者の証、バイオメールアドレス（@xxx.vaio.ne.jp）

バイオインターネットセット

月額基本料：2,000円

豊富なオンラインアクセスソフトを用意。
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ネットプロバイダーへの入

会手続きが行えます。ソニーグループの「So-net」を

はじめ、「DION」「NEWEB」「@nifty」「ODN」「ぷらら」

「マスターネット」「AOL」
＊
の各社からお客様の用途

に合わせてお選びいただけます。

＊PCG-Z505G／BPのみ。PCG-Z505GR／KではジョグダイヤルでVisualFlowを選択して起動させます。

＊

＊PCG-Z505G／BPのみ搭載

スライドショー（アルファプレーン2）

オリジナルラベル作成

DVテープ

CD-ROM
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「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「VAIOデジタルビデオ編集読本」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。
◎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、テープ上へインサート編集を行われる
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 Ver.2.1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（PCG-Z505G／BP）。
・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場合があります。

ウィンドウズサウンドシステム互換、ステレオスピーカー、内蔵マイク、�
XG対応ハードウエアMIDI音源、MEGA BASS（低音ブースト）機能（ヘッドホン出力のみ）�

TypeII×1、CardBus対応�

�

�

�

�

最大56kbps＊6（K56flexTM／V.90）／最大14.4kbps（FAX時）�

約18mmピッチ、キーストローク約2mm、87キー／インテリジェントタッチパッド、ジョグダイヤル�

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー�

��

S区分 0.0013

インテル¨SpeedStepTMテクノロジー対応�
モバイルPentium¨ lllプロセッサー�
650MHz（内蔵1次キャッシュ32KB）�

�

モバイルIntel¨CeleronTMプロセッサー�
500MHz（内蔵1次キャッシュ32KB）�

�

●USB×2（USB×1、小型USB＊5×1）●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1●ネ
ットワークコネクター（100BASE-TX／10BASE-T）×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入力）×1●ステレオヘッドホン出力（MEGA BASS
対応）×1●i.LINKポートリプリケーター（PCGA-UPR5）／ディスプレイアダプター（PCGA-
DA5）用端子×1●マジックゲート対応メモリースティックスロット×1

ACアダプター（PCGA-ACX1同等品）、バッテリーパック（M、PCGA-BPZ51同等品）、テレホ
ンコード（モジュラーケーブル）、変換アダプター（小型USB端子専用）、リカバリーCD（2枚組）�

約1.0～2.0時間（バッテリーパック（M））、�
約4.0～6.0時間（バッテリーパック（LL））�

約1.0～2.0時間（バッテリーパック（M））、�
約3.5～6.0時間（バッテリーパック（LL））�

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）�

幅275×高さ24.5（手前・最薄部。後部は29.3mm）×奥行226mm�

約1.7kg（バッテリーパック（M）搭載時）�

440ZX AGPチップセット�

100MHz�

�

�

SODIMMスロット×1�

別売 PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB／1.2MB／720KB）�

�

�

�

�

�

�
12.1型、XGA（1,024×768ドット）対応TFTカラー液晶�

1024×768（最大約1677万色＊4）、800×600（最大約1677万色＊4）、640×480（最大約１６７７万色＊4）�

1280×1024（256色）／1024×768（約1677万色）／800×600（約1677万色）�

�

SDRAM128MB／256MB�

�

�

約12GB（Ultra ATA）�

（C：約8GB／D：約4GB（出荷時））＊2 ＊3

SDRAM 64MB／192MB（256MB）＊1�

�

�

約9GB（Ultra ATA）�

（C：約6GB／D：約3GB（出荷時））＊2 ＊3

別売 PCGA-CD51／A、PCカード接続�

�

付属 PCGA-CD51／A、PCカード接続�

�

[オン時] バッテリーパック（M）約2.5時間（約85%）、 約3.5時間（約100%）、�
 バッテリーパック（LL）約7.5時間（約85%）、 約10時間（約100%）�
[オフ時] バッテリーパック（M）約1.5時間（約85%）、 約2.5時間（約100%）、�
 バッテリーパック（LL）約4.5時間（約85%）、 約6.5時間（約100%）�

S区分 0.0017

モデル�

プロセッサー�

�

チップセット�

システムバスクロック�

2次キャッシュ�

メインメモリー　標準／最大�

増設（空き）スロット�

フロッピーディスクドライブ�

ハードディスク�

PCG-Z505GR/K PCG-Z505G／BP

CD-ROMドライブ�

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�

  デュアルディスプレイ�
  表示時（例）�

 �

�
�
�
�

PCカードスロット�

オーディオ機能�

�
内蔵FAX／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効率�

バッテリー駆動時間＊7�

�
バッテリー充電時間�

�

�

温湿度条件�

�
本体外形寸法（最大突起部含まず）�

質量�

256KB（プロセッサーチップに内蔵）�

�

128KB（プロセッサーチップに内蔵）�

�

NeoMagic MagicMedia256XL＋�
（NM2380）付属�

NeoMagic MagicMedia256AV＋�
（NM2230）付属�

6MB （ビデオチップに内蔵）�
�

3MB （ビデオチップに内蔵）�
�

外部接続端子�

本体LCD表示：1024×768（256色）�
 外部ディスプレイ：1024×768（256色）�
本体LCD表示：1024×768（65536色）�
 外部ディスプレイ：640×480（65536色）�

●赤外線通信ポート×1�
  （IrDA規格準拠 Ver.1.1）、最大4.0Mbps

Microsoft¨ Office 2000 Personal �
プリインストールパッケージ�

49.5W（バッテリー充電含まず）�

�

＊1 お客様ご自身による増設は最大192MBまでとなります。別途、本体をお預かりして256MBに増設してご返送す
る有料増設サービスを、ソニー（株）VAIOカスタマーリンクよりご提供いたします。＊2 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、約11.21GB（C：約7.45GB／D：約3.76GB（PCG-
Z505GR／K）、約8.45GB（C：約5.58GB／D：約2.87GB（PCG-Z505G／BP）となります。＊3 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ソフトの動作確認はFAT32で行っています。＊4 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。＊5 付属の変換アダプターで通常のUSB端子に変換して使用で
きます。＊6 V.90とK56flexTMを自動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。＊7 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。また、バッテリーパック（M）／バッテリーパック（LL）の併用はできません。

「バイオノート505」シリーズ 主な仕様

使いやすい高性能が、充実のインターフェースが、美しくスリムなボディに結実した「バイオノート505」。

設定した時刻に新着メールなどを自動的に取り込める「タイマー起動機能」。
内蔵タイマーで設定した時刻に電源オンになり（サスペンド時のみ）、指定しておい

たアプリケーションを自動的に実行できます。付属のユーティリティーとの連動で、

外出前の決まった時刻に新着メールを自動的に取り込んだり、毎日チェックしたい

ホームページを表示させることも可能です。

たっぷり使えるロングバッテリーライフ。
スマートに持ち歩ける「バイオノート505」だから、外出先でも長時間使えるスタミナ

設計を追求しました。付属のバッテリーパック（M）で最大約2.0時間の使用が可能。

また、別売のバッテリーパック（LL）PCGA-BPZ52を装着すれば最大約6.0時間の

使用が可能です。

「バイオ」同士をi.LINKでつないで、
高速データ転送を実現する「SmartConnectVer.3.0」。

「Smart Connect Ver.3.0」により、複数の「バイオ」をi.LINK端子で接続して、高速＊1

でのデータ通信が可能です。接続後はドライブやプリンターの共有が可能。「Smart

Connect モニター」を使えば、接続状態やファイル転送速度などの確認も可能です。

快適に使うための設定を、まとめて便利に行える
「VAIOActionSetup」。

使いやすいPCカード対応の
CD-ROMドライブ（PCGA-CD51/A）付属。

PCG-Z505G／BPにはアプリケーションのインストールや、さまざまなCD-ROMコ

ンテンツが楽しめるCD-ROMドライブを付属。「バイオノート505」本体から電源が

供給されるため、ACアダプターも不要で便利に使えます。

※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異なる場合があります。また、バッテリーパック
（M）／バッテリーパック（LL）の併用はできません。

「ジョグダイヤル」や「メモリースティック」、

「i.LINK」、「タイマー起動」などの各種設定

をわかりやすく行えるユーティリティーです。

「メモリースティック」挿入時に映像ソフト

や音楽ソフトなどを自動的に起動させた

り＊、「ジョグダイヤル」の機能を自分流に

設定できるなど、「バイオノート505」なら

ではの使いやすさをより快適に、好みに

合わせて設定できます。

＊1「Smart Connect」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、「Smart Connect」のバージョ
ンにより異なります。S400のi.LINK端子を装備したPentium® III 750MHzのバイオ同士で、「Smart Connect Ver.3.0」
を接続した場合、約50Mbps～120Mbpsになります。
※ プロトコルにはNetBEUIまたはTCP／IPを使用します。※「STDモード」により、「IP over 1394」での接続も可能です。
※ i.LINK端子でのDV機器との接続と、Smart Connect接続の同時利用はできません。

i.LINK設定

ジョグダイヤル
設定

676音色を誇る、XG／GM互換のハードウエアMIDI音源を内蔵。リアルかつクリア

で、ダイナミックなMIDIサウンドの再生を実現します。

大容量ハードディスクドライブ

ヘッドホン出力時に、迫力ある低音を再生するMEGA BASS機能。

リアルなサウンドを出力するXG／GM互換ハードウエアMIDI音源。

PCG-Z505GR／Kには約12GB、PCG-Z505G／BPには約9GBの大容量ハードディ

スクドライブを搭載。大量の画像データや音声データを保存したり、大容量アプリ

ケーションのインストールにも余裕をもって対応できます。

ヘッドホン出力時に、不足しがちな低音を強調するMEGA BASS

（メガベース）機能を搭載。マルチメディアデータも迫力あるサウンドで楽しめます。

PCG-Z505G/BPに付属

DC IN（電源入力端子）�

i.LINKポートリプリケーター／ディスプレイアダプター用端子�
別売のi.LINKポートリプリケーター（PCGA-UPR5）や�

ディスプレイアダプター（PCGA-DA5）を接続し、�

プリンターや外部ディスプレイ、その他周辺機器の利用が可能。�

i.LINK（IEEE1394）端子・S400対応4ピン�
� デジタルハンディカムを接続し、ビデオメールやDV動画編集が可能。�
「バイオ」同士の高速データ通信も可能。�

モノラルマイク入力�

ステレオヘッドホン端子�

CardBus対応PCカードスロット（TYPE Ⅱ×1）�
�CD-ROMドライブ（別売 PCGA-CD51/A、PCG-Z505G/BPのみ付属）などをはじめ、�
さまざまな周辺機器との接続に。�

マジックゲート対応メモリースティックスロット�
「メモリースティック」をそのまま差し込んで使用可能。�

「マジックゲート メモリースティック」にも対応。� 「メモリースティック」アクセスランプ�

本体左側面�

パワー/サスペンドスイッチ�

赤外線通信ポート（IrDA）�
（PCG-Z505GR/Kのみ）�

本体右側面�

ステレオスピーカー�

薄型・軽量ボディでありながら、ステレオサウンドを�

手軽に楽しめるステレオスピーカーを内蔵。�

大型インテリジェント・タッチパッド�

通常のポインタ操作のほか、上下・左右のスクロールや�

タッピングでのクリック操作、ショートカットメニューなどを�

機能設定したりと操作性をカスタマイズ可能。�

本体正面�

小型USBコネクター��

付属のアダプターで標準タイプの�

 USBコネクターとして使用可能。�

モジュラージャック（モデム端子）�

TM

アナログ電話回線に接続可能。�

インターネットにも快適に楽しめる高速56kbps （V.90／K56flex   ）／�

14.4kbps（Fax時）の高速モデムを内臓。�

ネットワークコネクター�

アダプター類を必要とせず、直接ネットワーク�

（100BASE-TX／10BASE-T）に接続可能。�

USBコネクター�
USBマウス（別売、PCGA-UMS1/A）や�

フロッピーディスクドライブ（別売、PCGA-UFD5）をはじめ、�

各種のUSB周辺機器を接続。�

ジョグダイヤル�
「回す」。「押す」。指一本で、スマートに直感的な操作を実現。�

＊�

＊ 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33.6kbpsが最大速度になります。FAX送受信時は最大14.4kbps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。�

※PCG-Z505G／BPのみ

最大56kbps＊6（V.90／K56flexTM）／最大14.4kbps（FAX時）�
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●大きさ：幅60×高さ30×奥行125mm（本体のみ）
●質量：約370g
● AC100～240Vのマルチボルテージ仕様
＊PCG-Z505GR／K・Z505G／BPに付属のACアダプ
ターと同等品です。

スペア用のACアダプター。

SDRAM増設メモリーモジュール。

＊PCG-Z505G/BPでは、お客様ご自身による増設は最
大192MBまでとなります。別途本体をお預かりして256MB
に増設してご返却する有料増設サービスをソニー（株）
VAIOカスタマーリンクによりご提供します。
＊PCG-Z505JX・Z505J/BP・Z505JL・F505FX・
Z505F・Z505DX・Z505Dにはご使用になれません。

●大きさ：幅102×高さ68×奥行21mm（本体のみ）●質量：約90g
●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。

「バイオギア」などのUSB機器を、複数台使用できるUSBハブ。

本体に直接接続できて
すぐ使えるUSBマウス。

●大きさ：幅55×高さ30.6×奥行97.3mm（本体のみ）
●質量：約110g
●ホイール搭載でスクロール機能に対応。
●持ち運び時に便利なコード巻き付け式。
●本体にマッチした小型デザイン。
※Windows® 2000 Professional、Windows® 98搭載の
「バイオノート」に使用可能。

「バイオノート505」を保護し、
スマートに持ち歩けるキャリングポーチ。

●本体ソフトなウェットスーツ素材で「バイオノート505」
を傷から防ぎます。●「バイオ」ロゴ入りで、カジュアル
でオシャレなポーチ。●おそろいのミニポーチ付属。
●カラー：バイオレット（V）●最大外形寸法／質量：
幅305×高さ240×奥行30mm／約100g（ポーチ）、
幅135×高さ180×奥行30mm／約30g（ミニポーチ）

TM

107万画素CCDを搭載。
さらなる高画質を実現する
「メガピクセルスタミナハンディカム」。

3.5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-TRV20
標準価格235,000円（税別）
※本機を使用するには、別売のアクセサリーキット
ACCKIT-MM70／標準価格32,000円（税別）が必要です。

334万画素CCD＆カール ツァイス
光学5倍ズームレンズ搭載。マニュアル
機能も充実した「サイバーショット」。

“メモリースティック”デジタルスチルカメラ
DSC-F505V 標準価格125,000円（税別）

334万画素CCD、3倍プレシジョン
デジタルズーム。180度回転レンズを搭載。
スタイリッシュな「サイバーショット」。

新世代のリムーバブル記録メディア「メモリースティック」。
著作権保護技術を搭載し、インターネット配信の音楽データも記録できる、
「マジックゲートメモリースティック」も新登場。

「メモリースティック」やPCカードから、
ダイレクトに写真画質でプリントできる
昇華型熱転写方式プリンター。

デジタルフォトプリンター
DPP-MS700 標準価格64,800円（税別）
※PCG-Z505GR／Kの場合、付属ソフトのインストール
には、別売のCD-ROMドライブが必要です。※別売の専
用カラープリントパックが必要です。※「バイオノート505」
に接続してプリントする場合には、別売のi.LINKポートリ
プリケーターPCGA-UPR5が必要です。

IC記録メディア ＜メモリースティック＞

MSA-8AN（8MB） 標準価格 3,300円（税別）
MSA-16AN（16MB）標準価格 5,000円（税別）
MSA-32AN（32MB）標準価格 10,000円（税別）
MSA-64AN（64MB）標準価格 18,000円（税別）

「バイオ」同士やデジタルハンディカム
と接続するための「i.LINKケーブル」。

i.LINKケーブル
〈4ピン←→4ピン（S400規格）〉
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）

〈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）

TM

USBマウス

PCGA-UMS1/A オープン価格
キャリングポーチ

PCGA-CP5Z オープン価格
ACアダプター

PCGA-ACX1 オープン価格

USBハブ

PCDA-UH4 オープン価格　6月中旬発売予定

128MB増設メモリーモジュール

PCGA-MMX128 オープン価格
※PC100規格対応

64MB増設メモリーモジュール

PCGA-MMX64 オープン価格
※PC100規格対応

“メモリースティック”デジタルスチルカメラ
DSC-F55V 標準価格88,000円（税別）

著作権保護対応IC記録メディア＜マジックゲートメモリースティック＞

MSG-32A（32MB） 標準価格 13,500円（税別）
MSG-64A（64MB） 標準価格 22,000円（税別）

ワイヤレスで「バイオ」同士の通信やインターネット接続などが楽しめる、
「バイオ」専用無線ネットワークシステム。

USB機器との接続に使用できるUSBケーブル。

USBケーブル

PCDA-UC18
オープン価格　6月中旬発売予定
●ケーブル長さ：1.8m 

リビングで、自分の部屋で、そしてキッチン
でも。ケーブルにわずらわされることなく、
インターネットを楽しみたい。ワイヤレス
LAN PCカードとアクセスポイントを使え
ば、そんなスマートなアクセス環境が実現
します。「バイオノート505」の機動力をいか
して、どの部屋からでも＊インターネット。複
数の「バイオ」同士での高速通信も可能に
なります。

ワイヤレスLANアクセ
スポイントに内蔵され
たV.90対応モデムに
より、インターネット
に接続可能。複数の
「バイオ」から、インター
ネット接続の共有も可
能です。

ワイヤレスLANアクセス
ポイントは、Eth e r n e t
（10BASE-T）端子も装備。
ダイヤルアップルーター
やケーブルモデムなど、よ
り高速なインターネット接
続環境と組み合わせての
利用もできます。 ●高感度アンテナをカード本体と一体化。●対応OS：

Windows® 2000 Professional／Windows® 98 Second
Edition（プリインストールモデル）●大きさ：幅54×
高さ9×奥行118mm ●質量：約55g

ワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C100
オープン価格
6月上旬発売予定

●通信規格には、業界標準のIEEE802.11bを採用。●転送スピードは、Ethernet（10BASE-T）と同等レベルの11Mbps。
●ネットワーク可能なエリアは、見通しのよい半径約50m以内＊。
＊壁の材質や構造、周囲の状況などによりエリアの広さが変わったり、つながらない場合があります。

ワイヤレス関連製品

関連製品

●i.LINKポートリプリケーターなしに外部ディスプ
レイを直接接続するためのアダプター。
●ケーブル長さ：約15cm
●質量：約70g

外部ディスプレイを接続する
ためのディスプレイアダプター。

ディスプレイアダプター

PCGA-DA5 オープン価格

＊PCG-Z505GR／Kで使用する場合、付属ソフトのインストールには、
別売のCD-ROMドライブが必要です。
※バイオカメラなどの一部のUSB機器は、同時使用できない場合があります。

コンピューター用アクティブスピーカー

SRS-Z1PC 2台1組（スピーカー）＋アンプ1台
標準価格18,000円（税別）

斬新なコンパクトフォルムから高音質
サウンドを再生するアクティブスピーカー。

ワイヤレスLANアクセスポイント

PCWA-A100
オープン価格 6月上旬発売予定

●1台縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデ
ザイン●V.90モデムとEthernet（10BASE-T）端子を
装備 ●大きさ：幅156×高さ125×奥行35mm（縦
置き時、スタンド含まず）●質量：約480g PCWA-A100

アナログ電話回線�  Ethernet（10BASE-T）�

PCWA-A100

※PCWA-C100は「バイオ」専用です。

※NW-MS7はWindows® 2000 Professional搭載の
PCG-Z505GR／Kで使用する場合、USB接続でのチェッ
クイン／チェックアウトはできません。

ポータブル
メモリースティックプレーヤー
NW-MS7
標準価格45,000円（税別）

「マジックゲートメモリースティック」で、
「バイオノート505」から音楽を連れ出せる
「メモリースティック ウォークマン」。

6月1日発売 7月1日発売
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●大きさ：幅216×高さ15×奥行43mm
●質量：約220g
●容量：約20Wh（14.8V、1400mAh）
●動作時間
PCG-Z505GR／K
約1.0時間～2.0時間
PCG-Z505G／BP
約1.0時間～2.0時間

●本体に付属のバッテリーの約3倍の容量を持つ
大容量バッテリー

●大きさ：幅220×高さ25×奥行60mm 
●質量：約600g  ●容量：約60Wh（14.8V、4200mAh）
●動作時間
PCG-Z505GR／K
約4.0時間～6.0時間
PCG-Z505G／BP
約3.5時間～6.0時間

大容量タイプのバッテリーパック。 スペア用のバッテリーパック。

＊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異なります。また、バッテリーパック（M）／バッテリーパック（LL）の併用はできません。

持ち運びやすくモバイル環境でも
便利なCD-ROMドライブ。

●大きさ：幅144×高さ26×奥行153mm（本体のみ）
●質量：約480ｇ
●「バイオノート505」本体からのＰＣカード経由の電源供給で動作。
●ＰＣカードやケーブルを本体裏面にすっきり収納。
●本ドライブから「バイオノート505」のブートが可能。
●読み出し最大約16倍速
●Windows®2000 Professional／Windows®98／Windows®95に対応。

●大きさ：幅205×高さ23×奥行52mm
●質量：約200g
● i．LINK（4ピン）×1、
USBコネクター×1、
シリアルポート×1、
プリンターポート×1、
外部ディスプレイ用
コネクター×1

i.LINKポートリプリケーター
（別売）接続例

各種インターフェイスを備える
i．LINKポートリプリケーター。

本体裏面

●大きさ：幅144×高さ26×奥行153mm（本体のみ）
●質量：約620g
●本ドライブから「バイオノート505」のブートが可能。
●書き込み：最大約4倍速、読み出し：最大約20倍速。
●付属ACアダプターから電源供給。
●オリジナルCD-ROMを編集できるソフトウエア「Easy CD CreatorTM 

4 Standard」とパケットライトソフトウエア「DirectCDTM 3」付属。
●Windows®2000 Professional／Windows®98に対応。

データ書き換えができるCD-RWにも
対応したCD-RWドライブ。

「バイオノート505」から、いい音を連れ出せる
バイオミュージッククリップ。

「バイオ」といっしょになって、毎日をもっと楽しくする「バイオギア」。

「バイオ」とつなげて、新しい楽しみを提案する「バイオギア」。
聴く、撮る、見る、編集する、あなたと「バイオ」の多彩な毎日をもっと快適に、
よりいっそう便利にするために生まれたこだわりのラインアップです。

「バイオノート505」の「目」となって、
静止画も動画も楽しく取り込めるバイオカメラ。

「バイオノート505」から情報を取り出して、
好きな時にチェックできるバイオ インフォキャリー。

「バイオノート505」で、DV編集が快適にできる
バイオ ジョグコントローラー。

● 大きさ：幅23.2×高さ119.8×奥行24.0mm
（本体のみ）● 質量：約48g（乾電池1本含む、
本体のみ）● ペンタイプのスリムボディに
64MBのメモリーを内蔵。USB接続で「バイオ」
と音楽データをやり取り可能。● ATRAC3お
よびMP3ファイルに対応。● 単3形アルカリ
電池1本で、約5時間連続再生。

● 大きさ：幅36×高さ67×奥行25mm
（本体のみ）●質量：約45g（本体のみ）
● 液晶パネル部分に、ワンタッチで装
着可能。 ●手持ち撮影もできるキャ
プチャーボタン装備。 ●41万画素の
高画質。付属マイクで音声も取り込み。

● 大きさ：幅74.4×高さ94.3×奥行
8.5（最薄部）mm 
●質量：約90g（本体のみ）
● メールや地図、スケジュール&アド
レスをはじめ、多彩な情報を付属の専
用ソフトで取り込み可能。
● 片手でスピーディーに操作できるジ
ョグダイヤル採用。

●大きさ：幅231×高さ51×奥行183mm ●質量：約420g（本体のみ）
● ジョグ／シャトルで、快適&スムーズなDV編集。● 好みにあわせて、
各キーにショートカットを割り当てられ、ビデオ系以外の各種ソフトの
操作も可能。

＊「バイオギア」について詳しくは「バイオギアカタログ」をご覧ください。

「バイオノート505」をさらに機能アップし、モバイルフィールドを多彩に

映画や音楽をはじめ、話題のDVDソフトが
楽しめるDVD-ROMドライブ。

CD-ROMドライブ

PCGA-CD51/A オープン価格

CD-RWドライブ

PCGA-CDRW51/A オープン価格　8月下旬発売予定

●大きさ：幅144×高さ26×奥行153mm（本体のみ）●質量：約520g
● DVD最大8倍速、CD-ROM最大24倍速。
●付属ソフトウエア：DVDソフトウエアデコーダー、Media Bar DVD Player。
● DVD-ROM、DVD-VIDEO＊などのディスクの読み出しが可能。
●「バイオノート505」本体からのPCカード経由の電源供給でも動作。
●本ドライブから「バイオノート505」のブートが可能。
●Windows®2000Professional／Windows®98Second Edition／Windows®98に対応。

DVD-ROMドライブ

PCGA-DVD51 オープン価格　6月下旬発売予定

電源を入れたまま接続できる
USBフロッピーディスクドライブ。

● 大きさ：幅111×高さ17.5×奥行150mm（本体のみ）
●質量：約285g
●本ドライブから「バイオノート505」のブートが可能。

フロッピーディスクドライブ

PCGA-UFD5 オープン価格

リチャージャブルバッテリーパック（LL）

PCGA-BPZ52 オープン価格

リチャージャブルバッテリーパック（M）

PCGA-BPZ51 オープン価格 i.LINKポートリプリケーター

PCGA-UPR5 オープン価格

バイオ用カメラ

PCGA-VC1 オープン価格

パーソナルネットワークプレーヤー

VNW-V10/A オープン価格

USBジョグコントローラー

PCDA-J1/A オープン価格

パーソナルネットワークプレーヤー

MC-P10 オープン価格

広げる関連製品。

使いやすさを広げる関連製品

VAIO GEAR

＊PCG-Z505G／BPに付属のCD-ROMドライブと同等品です。
＊マイリカバリ－CD作成ソフトは付属しません。
＊ドライブ型名：九州松下 UJDA310L

＊PCG-Z505GR／K、Z505G／BPに付属の充電池と同等品です。

※PCG-Z505GR／Kでは、付属のソフト
「Cyber Code Finder」はお使いいただけ
ません。※Windows® 2000 Professional／
Windows® 98 Second Edition／Windows® 98
をプリインストールした「バイオ」に対応。

＊DVD-VIDEOを再生する場合、本体の仕様において、CPUはPentium®Ⅱ 400MHz
またはCeleronTM450MHz以上、対応OSはWindows® 2000 Professional／Windows®

98 Second Editionがプリインストールされていることが必要です。
※本ドライブでは地域番号（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。※DVDディスクの一部では再生時にノイズやコマ
落ちが生じる場合があります。またソフトによっては再生できないものもあります。※同梱の
DVD再生ソフトウエアは「バイオノート」以外のパソコンにインストールできません。※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。

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

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

※Windows® 98 Second Edition／Windows® 98をプリイ
ンストールした「バイオ」に対応。PCG-Z505GR／Kには対応
しておりません。後日、Windows® 2000 Professional対応の
アップグレードプログラムを用意する予定です。（6月中旬予定）

※PCG-Z505GR／Kで付属ソフトをインストールするには別売CD-ROMドライブが必要です。



ソニーの充実したカスタマーサービスとサポート体制。

さまざまな特典を得られる「VAIOカスタマー登録」

バイオの修理・サポート窓口「ソニー VAIOカスタマーリンク（VCL）」

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。

安全に関するご注意

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。液晶画面について●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、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありません。
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。●システムの再インストールには、CD-ROMドライブが必要です。●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100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●本カタ

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、
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。

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。●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。●「メモリースティック」、「Memory
Stick」はソニー株式会社の商標です。●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。

「バイオ」には、ノートブック型だけでも5つのシリーズがラインアップ。

高性能と高機能で、ハイレベルな要求にも応えてくれる「バイオノートXR」。

はじめてでも、シンプルで使いやすい「バイオノート」。

小型ビデオカメラを内蔵し、おもしろく遊べる「バイオC1」。

さらには、いつもいっしょに行動したい、「バイオノートSR」。

どれもが「バイオ」ならではのコミュニケーションと映像と音の楽しみが、

いっぱいつまっています。他のノートブック型「バイオ」の詳しい

製品情報は各シリーズカタログをご参照ください。 「バイオノートXR」 「バイオノート」 「バイオノートSR」 「バイオC1」

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

2000.5
カタログ記載内容2000年5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

DVTP-1   Printed in Japan.   （84995819）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

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他、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

●「VAIO e-Support」があなたをサポート。

● 使い方ノウハウの最新情報はWebサイトで検索。

● 使い方ご相談窓口は年中無休。
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VCLが原

則年中無休で承ります。

＊本カタログ掲載製品のうちPCG-Z505GR／Kについての電話でのご相談／ご質問は、ご購入日より90日間は無料で
承り、以降はVAIOご登録カスタマー専用の有料サポートサービスメニュー「サポートプラス」をご用意しております。

＊ご利用にはVAIOカスタマーご登録が必要です。ソニーからのお返事は電子メールまたは電話で行います。
なお原則24時間以内のお返事は本カタログ掲載製品のうちPCG-Z505GR／Kが対象です。

● 修理ご依頼品はご自宅で受け渡し。梱包／持ち込みの手間は不要です。
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。修理の進行状況と返送予定日はVCL

ホームぺージ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

タマーご登録を行われない場合は3ヶ月間）。修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

※「サポートプラス」について詳しくはVCL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。

＊本カタログ記載の特典／サポート／修理条件は本カタログ掲載モデルを対象とするものです。詳しくは製品同梱の各種
文書／ホームページ上の記載をご確認願います。

「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ご利

用いただけるサービス体制です。

製品をご利用・ご購入いただけます。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。

VCLホームぺージ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）には、バイオの使い方情報やトラ

ブル対処ノウハウを豊富に掲載。充実した検索機能と最新の情報が、スピー

ディーな問題解決をお手伝いします。

「テクニカルWebサポート」（http://vcl.vaio.sony.co.jp/www-qa/）ページにご記入

のうえ送信いただければ、原則24時間以内にソニーからお返事します
＊
。お電話い

ただく手間がなくスマートにサポート窓口をご利用いただけます。

● 個別のご質問をインターネット経由で受け付け返信する「テクニカルWebサポート」。

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）


