
●写真はPCG-C1VRX/Kです。
●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。

ノートブックコンピューター［バイオC1］

PCG-C1VRX/K・C1VR/BP



映像を撮る映像を撮る、見せる見せる。〈〈MO TMO T I O N  EI O N  E Y E〉〉�
内蔵ビデオカメラ〈〈MOTION EYE〉〉で動画や静止画を手軽に撮影できます。�

撮った映像は、ビデオメールはもちろん、インターネットで公開も。�

さらに、撮影中の画像をインターネットで発信する、ライブ中継も可能になりました。�

�

映像を撮る、見せる。音楽を持ち出す。遊びまわるためのコンパクトボディ、「バイオC1」。�

音楽を持ち出す。音楽を持ち出す。�
マジックゲーマジックゲート対応対応 メモリーステメモリースティックスロッックスロット�

音楽データを手軽にやりとりできる、マジックゲート対応  メモリースティックスロットを搭載。�

「バイオC1」にコレクションした音楽を、�

メモリースティック ウォークマンなどで楽しむことができます。�

 内蔵ビデオカメラ蔵ビデオカメラ〈〈MOTION EYEMOTION EYE〉〉（モーション（モーション・アイ）アイ）で映像を撮る。像を撮る。�

 マジックゲート対応マジックゲート対応 メモリースティックスロットで音楽を楽しむ。メモリースティックスロットで音楽を楽しむ。�

 軽量約軽量約 9 8 0 g＊1のコンパクトなボディと、のコンパクトなボディと、最大約最大約5 . 5 時間＊2のスタミナを装備した「バイオのスタミナを装備した「バイオC1」。�

 ワイヤレスで通信できるワイヤレスで通信できるBlue too th TM（ブルートゥース）を新搭載（ブルートゥース）を新搭載＊3。 �

 さらに、さらに、撮影中の映像を撮影中の映像をライブライブ中継できるパーソナルキャスティングも可能に中継できるパーソナルキャスティングも可能に。�

 CD-ROMドライブとドライブとMicroso f tM i c ro so f t ®    Of f i c e  2 000  Pe r sona lを付属したモデルを付属したモデル＊4もラインアップ。もラインアップ。�

 映像や音楽で遊びまわる楽しみを映像や音楽で遊びまわる楽しみを、「バイオ「バイオC1」で。で。�

ワイヤレスでワイヤレスでつながるつながる。B l u e t o o t h�
世界標準の無線通信規格、B l u e t o o t hを新搭載。�

B l u e t o o t h内蔵機器どうしで、ワイヤレスで通信ができます。�

家の中の好きな場所からインターネットに接続したり＊1、B l u e t o o t h内蔵のバイオ＊2とデータのやりとりをしたり。�

ワイヤレスでつながる、手軽で新しい楽しみです。�
＊1  別売のB l u e t o o t hモデムステーションPCGA - BM 1が必要です。＊2  P CG - C 1 V R X / KおよびPCG - S R 9 G / K。�

＊1  P CG - C 1 V R / B Pにおいてバッテリーパック（S）（本体付属）搭載時。PCG - C 1 V R X / Kは約9 9 5 g。�
＊2  バッテリー駆動時間はPCG - C 1 V R / B Pにおいてバッテリーパック（S）（本体付属）、省電力モード使用時の目安です。PCG - C 1 V R X / Kは最大約5時間。使用状況および設定等により上記記載時間と異なる場合があります。�
＊3  P CG - C 1 V R X / Kに搭載。�
＊4  P CG - C 1 V R / B P。�

2 3

「Bluetooth」搭載のハイスペックモデル

ノートブックコンピューター PCG-C1VRX/K  オープン価格 3月上旬発売予定

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional 搭載。（PCG-C1VRX/K）
◎ パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edit ion 搭載。（PCG-C1VR/BP）

※写真はPCG-C1VRX/Kです。※画面はすべてハメコミ合成です。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

CD-ROMドライブ付属のスタンダードモデル

ノートブックコンピューター PCG-C1VR/BP オープン価格

OS CPU メモリー� HDD ディスプレイ�

スタミナ� i.LINK

約20GB

ワイヤレス通信機能�

Bluetooth

8.9型ウルトラワイド�

XGA�
1024×480TFT液晶�

4ピン×1

メモリースティックスロット�

マジックゲート�
対応�

デジタル�
ビデオ編集�ビデオメール�ライブ発信�

128MB

メモリーバスクロック�

100MHzTM5600�
667MHz

最大約�

5/10/17時間�
＊4

＊2＊1

モデム�

（� （�
 最大56kbps  �
V.90/K56flex　

対応�

＊3
Windows

2000 Professional

OS CPU メモリー� HDD ディスプレイ�

モデム� スタミナ� i.LINK

128MB

メモリーバスクロック�

100MHz 約10GB
8.9型ウルトラワイド�

XGA�
1024×480TFT液晶�

ドライブ�

CD-ROM�
ドライブ�

（PCGA-CD51/A）付属�

Windows
Millennium Edition

最大約�

5.5/11/19時間� 4ピン×1 ビデオメール� 最大56kbps  �
V.90/K56flex　

対応�（� （�

メモリースティックスロット�

マジックゲート�
対応�

＊3
＊4

＊2＊1TM5400�
600MHz

デジタル�
ビデオ編集� ライブ発信�

＊1 CPUクロック600MHz動作時。＊2うち16MBはシステムで使用します。＊3 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が最大速度になります。FAX送信時には最大
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。＊4バッテリー使用時間はバッテリーパック（S）／バッテリーパック（L）（別売）／バッテリーパック（LLL）（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（S）／バッテリーパック（L）／バッテリーパック（LLL）の併用はできません。
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※写真はPCG-C1VRX/ Kです。 ※画面はすべてハメコミ合成です。

目の目の前のシーンを〈のシーンを〈〈MO T I O N  E Y EM O T I O N  E Y E〉〉で〉で撮影撮影しながら、しながら、�

遠く離れたみんなにインターネットでライブれたみんなにインターネットでライブ発信発信する。する。�

そのその場からリアルタイムでからリアルタイムで新鮮新鮮なままなまま伝えられるから、えられるから、感動感動の瞬間瞬間を多くのくの仲間仲間と共有共有できる。できる。�

それが、それが、個人個人によるインターネット上でのによるインターネット上での映像映像ライブライブ発信、発信、�

「パーソナルキャスティングパーソナルキャスティング」という」という楽しみしみ方。方。�

「バイオ「バイオ C 1 」なら、」なら、ライブでライブで感動感動を伝えるを伝える�

新しいビジュアル・コミュニケーションのしいビジュアル・コミュニケーションの楽しみがしみが生まれます。生まれます。�

感動の瞬間をライブで伝える。�

予約した時間の5分前に配信開始ボタンをクリックするだけで、「パーキャス

TV」のサーバーに自動接続
＊
し、予約時間になると《MOTION EYE》がとら

えた映像をライブ配信開始。同時に定員数まで、パスワードを入力した視聴

者は「パーキャスTV」でライブ映像を見ることができます。

＊PHS等の通信環境が必要です。

■パーソナルキャスティングについてのご注意（2001年2月現在）
●ライブ発信は、国内のみのサービスです。海外からの発信はできません。●ライブ予約・確認にはインターネットへ
の接続が必要です。●予約確認時にライブ発信に使用する〈PCG-C1VRX/K、PCG-C1VR/BP〉以外のパソコンに自動
設定ファイルをダウンロードした場合は、ライブ発信に使用する〈PCG-C1VRX/K、PCG-C1VR/BP〉にファイルをコピー
し、「URecSight」で設定ファイルを読み込んでください。これにより、接続設定等が自動設定され、発信当日の5分前
に配信開始ボタンを押すだけの手軽な操作で、「パーキャスTV」に自動接続することができます。ただし、接続に使用
する機器（PHSなど）をメニュー画面で設定しておく必要があります。●ライブ発信時のストリーミング送信は、送信時
の映像品質を保つために、専用のダイヤルアップ回線（ISDN 64K/PHS 64K対応）で接続されます。専用電話回線へ
のダイアルアップ接続は、ダウンロードされる自動設定ファイルにより自動的に設定されます。●受信側の環境に
ついて：「パーキャスTV」でライブ映像をご覧になるには、インターネットに接続できる環境が必要です（56kbpsモデム
以上を推奨）。また、映像の再生（ストリーム再生）には、RealPlayer 7以降が必要です。再生時の画角は160×120
ドット、フォーマットはReal G2 Codecとなります。●配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。開始時間の
直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。●1つのライブ発信での受信者数は、最大200人＊まで
です。●ライブ発信できる時間帯は、9:00～26:00（午前2時）までです。●ライブ発信の予約・開始・終了時間等は、
「パーキャスTV」サーバー上の時刻（日本標準時間）が基準となります。また、受信者側にも、あらかじめ正しい時間を
伝えておく必要があります。サーバー時間については、「パーキャスTV」ホームページで表示されていますので、参照
ください。●i.LINK端子などの外部入力端子からの画像やハードディスク内の画像を、「URecSight」を使ってライブ
発信することはできません。●PHSの電波状況などにより、送信ができない場合があります。●決済時にはクレジット
カードが必要になります。＊サービス内容は、変更されることがあります。

その他、パーソナルキャスティングサービスについての詳しい情報、最新情報は、「パーキャスTV」
ホームページ（http://www.percastv.net/）をご覧ください。

「パーソナルキャスティング」無料お試しのご案内
PCG-C1VRX/K、PCG-C1VR/BPのカスタマーご登録を行っていただいたお客様には、

「バイオC1」が提案するネットワークを使った新しい楽しみ「パーソナルキャスティング」を

お試しいただけます。
■お試し内容：１回あたり７分間の番組２回分。同時視聴者数は最大3名まで。
※サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは「パーキャスTV」ホームページをご覧ください。

「パーキャスTV」 http://www.percastv.net/

映像や音で演出できる、多彩なライブ専用エフェクト。
ライブ中継を楽しく演出する特殊効果映像や音、アニメーション効果など、20種以上の

ライブ専用エフェクトが用意されています。

パーソナルキャスティングを楽しもう。

クラッカー フラワー モザイク セピア

Step 1

Step 2

Step 3

まずは「ライブ予約・確認」で、ライブ発信を予約。

予約確認して、見てもらう仲間にメールで知らせる。

送信5分前にネット接続して準備OK。

ボタンクリックの手軽な操作で、「パーキャスTV」Webサ

イトに自動接続＊。ライブ発信を希望する日時や視聴者

の定員数、視聴者用パスワードなどを予約します。

＊インターネットへの接続環境が必要です。

「パーキャスTV」Webサイトで予約の確認をすると、ストリーミング送信のための自動設定ファ

イルがダウンロードされ、自動登録されます。また、ライブ中継を見て欲しい人には、事前に日

時や「パーキャスTV」のURLと視聴者用パスワードをメールで連絡しておきます。

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。（PCG-C1VRX/K） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition搭載。（PCG-C1VR/BP）

＊「パーキャスTV」へのライブ発信は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。
発信にはインターネットへの接続環境が必要です。通信速度64kbpsを推奨。

撮影中の映像を、そのままインターネットで発信。
「パーキャスTV」＊でみんなにライブ中継できる「URecSight」。
「URecSight（ユーレックサイト）」は、映像のライブ発信という、ネットワーク

を使った新しい楽しみを実現するソニーオリジナルソフトウェアです。撮影と

同時に映像を圧縮（エンコード）して送信する、リアルタイムストリーミング機能を

装備。難しい設定を気にすることもなく、「バイオC1」をパーソナルキャス

ティングサービスWebサイト「パーキャスTV」に接続し、ライブ発信の予約や

撮影中の映像のストリーミング送信を手軽に行うことができます。
ターミナルアダプター、�
ワイヤレスLANアクセスポイント�

「パーキャスTV」専用�
アクセスポイント�

ISDN（64kbps）�

PH
S（
64
kb
ps
）�

PHS＊、PHSデータカード＊�

＊動作確認の取れたPHSの情報については、「パーキャスTV」
（http:/ /www.percastv.net /）でご案内します。

※ライブ発信時には、「パーキャスTV」専用のアクセスポイントにダイヤルアップ接続します。
※ライブ発信には、64kbpsの通信速度を必要とします。「バイオC1」に内蔵のモデムは、データ送信時の通信速度が最
大33.6kbpsですので、推奨いたしません。詳しくは、「パーキャスTV」（http://www.percastv.net/）でご確認ください。



 〈〈MO T I O N  E Y EM O T I O N  E Y E〉〉で動画動画や静止画静止画を撮影撮影して、して、�

電子電子メールでリアルに伝える。メールでリアルに伝える。�

とっておきのとっておきの映像映像を「イメージステーション」にアップロードして、「イメージステーション」にアップロードして、�

インターネットでインターネットで公開公開する。する。�

さらに、さらに、B l u e t o o t hB l u e t o o t h 内蔵内蔵の P C G - C 1 V R X / KP C G - C 1 V R X / Kなら、なら、�

インターネットのインターネットの接続接続もワイヤレスでもワイヤレスで可能可能。�

家の中の好き場所場所へ移動移動して、して、楽しいしいビジュアルビジュアル・コミュニケーシコミュニケーションが、が、�

もっともっと自由自由に手軽手軽に実現実現できます。できます。�

お気に入りの映像を披露する。�

6 7

※写真はPCG- C1VRX/ Kです。 ※画面はすべてハメコミ合成です。

家の中の好きな場所からワイヤレスで
インターネットが楽しめる「Bluetooth」。
PCG-C1VRX/Kには、無線通信ができる「Bluetooth」を内蔵。別売の

Bluetoothモデムステーションを電話回線と接続して設置すれば、離れた部屋

や家の中を移動して、ワイヤレスで、インターネットを楽しむことができます。

「Smart Capture（スマート・キャプチャー）」で、《MOTION EYE》から動画＊1

や静止画＊2を取り込み、画面のメールボタンをクリックするだけで電子メール

ソフトに自動添付＊3できます。さらに、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」に直接アップロードも可能。また、

デジタルハンディカムで撮影した画像も、i.LINK端子でつないで取り込む

ことができます。

＊1「Smart Capture Ver.4.1」で取り込める動画は、160x112ピクセル (MPEG1撮影時)、1ショット当たり最大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® 98、Windows®

Millennium Edition、Windows® 2000搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

最大60分まで連続撮影できる長時間モード。
「長時間モード」は動きのスムーズな1秒最大30コマの映像を撮影できる

「バイオC1」独自の機能。ビデオカメラを扱う感覚で、長時間の映像もどん

どん撮影できます。

※1回の撮影時間はファイル容量で最大1GBが上限です。320×240ピクセル、最大30フレーム／秒のエコノミー
モードで約60分になります。
※「長時間モード」では「ネットムービーモード」のエフェクトやズームは使用できません。

22種類のエフェクトで、

動画も静止画も楽しく

演出可能。

ダイレクトにデータのワイヤレス通信が可能。
Bluetooth内蔵バイオ＊とは、「VisualShare」を使って複雑な設定をせずに、

さまざまなファイルの共有や転送などがワイヤレスでできます。
＊PCG-SR9G/K、PCG-C1VRX/K。

Bluetoothによるワイヤレス通信�

Bluetoothモデムステーション�
PCGA-BM1（別売）� アナログ電話回線�

またはISDN回線�
（ターミナルアダプター経由）�

Bluetooth内蔵バイオ�PCG-C1VRX/K

　インターネット�
（Bluetooth）�

インターネット�

　ファイル共有�
（Bluetooth）�
�

※ワイヤレス通信できる範囲は見通し約100m～10mです。※最大通信速度は723kbpsです。
※通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害物設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なります。
また、周囲の電波環境により通信が切断される場合があります。
※PCG-C1VRX/Kでは、PCG-C1VRX/KおよびPCG-SR9G/K、PCGA-BM1との間でBluetoothによるデータ通信が可能です。

※インターネットへの接続は、Bluetoothモデ
ムステーションと直接通信している場合の
み可能です。Bluetoothモデムステーション
を使ったインターネット接続は同時に1台ま
でとなります。

●「Smart Capture」で撮影可能な画像形式

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」。
「イメージステーション」は、友達同士で思い出の画像をシェアしたり、一般

に広く公開できる、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」からサイト上に無料

で動画や静止画データをアップロードすることができます。また、好きな

画像を使ってプリントアウトやTシャツ・マグカップを作るなど、プリント

オーダーサービス（有償）も開始を予定しています＊。

＊プリントオーダーサービスについての詳細は、
イメージステーション内でご案内します。

※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。

▲セピア色▲球面▲うねうね

〈〈MOTION EYE〉〉で撮影した映像を、手軽に電子メールや
イメージステーションにアップロードできる「Smart Capture」。

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

VAIOホームページ
「イメージステーション活用法」
http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/I_station/

キャプチャー時の
画質モード

保存可能
フォーマット 音声 メール

添付機能

スチルモード 640 × 480、320 × 240 、
160 ×120、80 × 60

◯
×
×
◯
×
×

×

－
－
－

モノラル
モノラル
－

モノラル

JPEG
BMP
GIF
MPEG1

AVI（非圧縮）
アニメーションGIF

AV I
（モーション JPEG）

3 段階から選択
（ファイン、スタンダード、

エコノミー）

（MPEG1 圧縮時は
無段階に圧縮率を設定）

3 段階から選択
（ファイン、スタンダード、

エコノミー）

ネットムービー
モード

長時間モード 640×480（最大15フレーム／秒）
320×240（最大30フレーム／秒）

160×112（10フレーム／秒）
AVI 撮影時は

160×120（10フレーム／秒）相当（ ）

キャプチャーモード サイズ

静止画

動画

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。（PCG-C1VRX/K） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition搭載。（PCG-C1VR/BP）
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※写真はPCG-C1VR/ BP です。 ※画面はすべてハメコミ合成です。

いろんなところへいろんなところへ気軽気軽に連れていけるから、れていけるから、�

出かけたかけた先でのでの楽しいシーンも、しいシーンも、〈〈MO T I O N  E Y EM O T I O N  E Y E〉〉でどんどんどんどん撮影撮影。�

撮りためたりためた映像映像は、は、そのその場でビデオクリップに。でビデオクリップに。�

遊び心いっぱいのオリジナルいっぱいのオリジナル作品作品に、に、仲間仲間とのとの愉快愉快な時間時間が、が、さらにさらに楽しくなる。しくなる。�

撮る、る、作品作品にする、にする、みんなでみんなで見る。る。�

「バイオ「バイオC 1C 1 」には、」には、映 像映 像 で 遊 ぶ 楽 しさもいっぱいです。しさもいっぱいです。�

�

撮 った 映 像で 楽 しく遊ぶ。�

撮った映像を、多彩なエフェクトで楽しく演出。
その場で手軽にビデオクリップもつくれる「MovieShaker」。
《MOTION EYE》やデジタルハンディカムで撮影した動画や静止画を素材

にして、個性あふれるビデオ作品づくりが楽しめる「MovieShaker（ムービー

シェーカー）」。編集作業は、素材映像の長さを調節して、好きな順に並び替

えるだけ。作品を演出する特殊効果も多数装備しました。また、自動的に編集

を行ってユニークなビデオクリップをつくる「シェーカー」機能も搭載。さらに、

ホームページやメールでも公開できます。

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。
「シェーカー」機能を利用すれば、ゆったりした穏やかなパターンからテンポの速い激しい

パターンまで5段階の設定と、各段階ごとに3種類あるBGMを選ぶだけで、「バイオC1」が

素材をランダムに「シェイク」。エフェクトやテキスト＊まで付いた楽しい作品が手軽につくれます。

＊テキストはあらかじめ入力が必要です。

デジタルハンディカムの映像も、高画質のまま
デジタルビデオ編集して楽しめる「DVgate」。
「DVgate（ディーブイゲート）」は、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「バイオ」に取り込み、カットしたり、つなぎ

合わせたりして画質劣化のない高精度なデジタルビデオ編集が楽しめる、

ソニーオリジナルソフトウェア。「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。
※デジタルビデオ編集に関するご注意について詳しくはP18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殊効果を豊富に装備。
素材映像に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替わりを演出

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んでテロップが作れる「テキ

ストエフェクト」が用意されています。

「Adobe® Premiere® 5.1 LE 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。

分類

動画

静止画

音楽

QuickTime Movie（.mov）、AVI（.avi）、MPEG1（.mpg）

Windows Bitmap（.bmp）、GIF（.gif）、JPEG（.jpg）、
PNG（.png）、PICT（.pct）

WAVE（.wav）、AIFF（.aif）、MP3（.mp3）

●MovieShakerで素材と
して使用可能なファイル形式

形 式（拡張子）

▲マリンスノー ▲全体クルリン ▲クロスフェード

▲薄氷 ▲クルクル ▲回転

●エフェクト ●テキスト ●トランジション

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。（PCG-C1VRX/K） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition搭載。（PCG-C1VR/BP）
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該当する曲名データ�
があれば、自動表示�

該当する曲名データ�
をダウンロード�

ハードディスク内のCDデータベースを検索�

インターネットCD情報サービス�

CDNOW
http://www.cdnow.co.jp/
オンラインCDショップでキーワード検索�

Site

※写真はPCG-C1VR/BPです。※写真のバイオジョグリモコンPCGA-JR1、ステレオヘッドホンMDR-Q33SLは別売です。※画面はすべてハメコミ合成です。※画面の曲名は架空のものです。

いつもいつも遊びのそばにびのそばに置いておきたいいておきたい音楽音楽は、は、「バイオ「バイオ C 1 」にたっぷり入れてにたっぷり入れて持ち歩く。く。�

収録収録したした音楽音楽CDC Dやインターネットでやインターネットで購入購入したした新曲新曲を、を、�

ヘッヘッドホンやスピーカドホンやスピーカーでーで楽しむ。しむ。�

メモリメモリースティックスティック  ウォークマンウォークマンとも、とも、�

「マジックゲーマジックゲート メモリースティックメモリースティック」でやり」でやり取りする。りする。�

いつでも、いつでも、好きなきな場所場所で、で、自由自由なスタイルで。なスタイルで。�

音楽音楽の楽しみが大きくふくらみます。しみが大きくふくらみます。�

好きな音楽を連れていく。�

音楽を多彩なエフェクトでつないで、楽しく自動再生。
クラブミュージック気分が味わえる「MusicShaker」。
「MusicShaker（ミュージックシェーカー）」は、「OpenMG Jukebox」に

集めた音楽を、多彩なエフェクトでつなぎながら自動再生するソニーオリ

ジナルソフトウェアです。3種類の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、クラブミュージックのような味つけでオートプレイ。音楽

と映像がひとつになった楽しさを味わえます。

音楽CDの曲名データをスピーディーに取得。

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。（PCG-C1VRX/K） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition搭載。（PCG-C1VR/BP）

対応音楽配信サイト

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
（ビットミュージック）
http://bit.sonymusic.co.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/

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/

お気に入りCDの録音や、インターネットで新曲の購入。
音楽を楽しむ新スタイル「OpenMG Jukebox for VAIO」。
「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

るソニーオリジナルソフトウェア。お手持ちの音楽CDを、高音質のATRAC3＊1

形式でスピーディーに録音＊2。曲名データ入力も、ハードディスクの曲名データ

ベースやインターネットから自動登録できます。また「OpenMG」に対応した

インターネット上の音楽配信サービスから音楽の購入・登録や、対応ポータブル

プレーヤーへの書き出しも可能。さらに「マジックゲート メモリースティック」

に好きな曲を取り出して、メモリースティックウォークマンで楽しむこともできます。
＊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）。
※ PCG-C1VRX/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などが必要です。
※「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P18をご覧ください。

音楽CDや各種AVファイルを管理・再生できる「Media Bar」。
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。

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。

＊「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生できません。



カテゴリー ソフトウェア
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※画面はすべてハメコミ合成です。

Navin' You Ver.5.0 
Navin' You専用マップサンプル版（東京23区／大阪市／名古屋市）
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
Microsoft® Office 2000 Personal（Word 2000、Excel
2000、Outlook 2000、Bookshelf Basic 2.0 ＊4）
※PCG-C1VR/BPのみ
Smart Commander Ver.1.2
VAIO Action Setup Ver.1.3
VisualFlow Ver.2.0
壁紙チェンジャー
スクリーンセーバー
ウィンドウスイッチャー
フォルダブラウザ
ダイヤルアップツール
PowerPanel
BlueSpace（Bluetoothユーティリティー）（PCG-C1VRX/Kのみ）
カメラ設定ユーティリティー
Sony Notebook Setup
VirusScan
CyberSupport Ver.2.5 for VAIO
VAIO壁紙
VAIOオンラインカスタマー登録
UI Design Selector

リファレンス
ツール

ステーショナリー

ユーティリティー

カスタマーサポート
その他

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）
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）
音声認識インターフェース
アプリケーション等起動設定
メディアブラウザ－
ジョグダイヤル関連ツール

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

■PCG-C1VRX/K・C1VR/BP付属ソフトウェア一覧

＊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の対象外となります。

＊2 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、PCG-C1VR/ BPの場合、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。

＊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 Bookshelf Basic 2.0 は、CD-ROMで付属しています。

※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。

OS

クリエーション

オーディオ＆
ビジュアル

エンターテイ
ンメント

コミュニケー
ション

これらのソフトウェアには、1）ソニー VAIOカスタマーリンクによるサポート 2）各ソフトウェ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。

OS

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）
AV管理／再生統合ソフト

SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理／再生
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
サイバーコード認識／プログラム実行
OpenMG対応自動演奏ソフト
バーチャルマスコット
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
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

＊「Navin' You」のさらに豊富な機能を利用できる、Navin' You専用マップ（日本全域版、各地域詳細版）や、ハンディ
GPSレシーバーを「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「UPGRADE
AREA（アップグレードエリア）」で、ご提供しています。詳しくはVAIOホームページでご案内します。
VAIOホームページ：http://www.vaio.sony.co.jp/

画像にお絵描き感覚で文字や絵を書き込める
「PictureToy」
「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

ルソフトウェア。「PictureGear」、「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たり、地図に文字や

ルートを書き込むことができます。作った画像はワン

タッチでメールにも添付できます。

メモリースティック内の画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画像データや、

ハードディスク上の大量のデータを手軽に

確認できるビューワーソフトです。メモリー

スティックスロットにメモリースティックを

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

なかたちに並べて一覧表示。拡大表示

や動画の再生もでき、「PictureGear」や

「PictureToy」との連携も可能です。

AIBOを画面に3D表示する
「Tiny AIBO」

「Tiny AIBO（タイニーアイボ）」は、話題の

エンターテインメントロボット「AIBO」を画面

上に3次元画像で再現したもの。「Smart

Commander」に対応し、「Tiny AIBO」を

「前進」「すわって」など声でコントロール

して楽しめます。さらに、「Tiny AIBO」が

曲に合わせて踊る機能も搭載しています。

バイオとつないですぐにドライブナビゲーションが楽しめる

「バイオハンディGPS」

ハンディGPS レシーバー

PCQA-GPS3VG オープン価格
※詳しくはP16をご覧ください。

「CyberCode Finder」

《MOTION EYE》にかざした「サイバー

コード」を識別し、アプリケーションの起動

や指定URLのWebページへのジャンプなど、

あらかじめ登録した一連のプログラムを自動

実行できます。

サイバーコードを識別して、プログラムを自動実行する

●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 Acrobat Readerは Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。●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。
●@nif ty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。●DREAM TRAIN INTERNET INC. All rights reserved. ●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。●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。●PowerPanelは米国フェニックステクノロジーズ社の商標です。●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 ●「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。

もっと多彩に、遊びの達人になる。遊びの達人になる。�
�

 「バイオ「バイオ C 1 」ならルートならルート探索探索やナビゲーションで、やナビゲーションで、�

ドライブもドライブも楽しくサポート。しくサポート。�

撮ったった画像画像に文字文字や絵を書き込んだり、んだり、�

画面画面の中の「A I B OA I B O 」ともとも遊んだり‥んだり‥‥。‥。�

さまざまなソフトウェアがさまざまなソフトウェアが�

遊びのびの世界世界を広げます。を広げます。�

どんどん撮っても、動画や静止画を手軽に一括管理OK。
デジタルカメラの画像の整理や
ホームページ作りにも便利な「PictureGear」。
「PictureGear（ピクチャーギア）」は、さまざまな形式の静止画・動画を一括

管理・活用できる画像マネジメントソフトです。フォルダー内の画像を一覧表

示し、見たい画像は12.5％～800％の高速ズームで確認できます。画像を

テーマごとに分類できるコレクション機能や画像検索機能、動画像の静止画

分解、パノラマ画像合成などの加工機能も備えるほか、HTMLアルバムや

ラベル印刷、オリジナルスクリーンセーバーなど、つくる楽しみも充実。新たに

iモードにも対応し、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。また「イメージステー

ション」に複数の画像をそのままアップロードすることができます。

＊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。

「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、旅行行程を検索する「トラベルルート探索」など、

多彩な機能を誇ります。

■トラベルルート探索

電車などの公共交通機関でのお出かけにも、出発地と目的地を指定する

だけで、それぞれの最寄りの駅と使用できる路線、時刻、乗り継ぎ、徒歩ルート

を探索。ドア・ツー・ドアの親切な旅行行程が作成できます。

■「バイオ ハンディGPS」をプラスして、ドライブナビゲーション。

別売のバイオ ハンディGPS（PCQA-GPS3VG）を接続すれば、ドライブ

ナビゲーションが楽しめます。お出かけ計画や進路シミュレーションをは

じめ、多彩なナビゲーション機能で快適なドライブをサポートできます。

デジタルマップを活用できる
「Navin' You」

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。（PCG-C1VRX/K） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition搭載。（PCG-C1VR/BP）

※写真はPCG-C1VRX/Kです。※ドライブナビゲーションにはNavin' You専用マップ（別売）が必要です。※安全のため運転者は走行中に操作したり、画面を見たりしないでください。

カテゴリー ソフトウェア

Microsoft ® Windows® 2000 Professional
(Service Pack1対応) ＊1 ( PCG-C1VRX/K)
Microsoft ® Windows® Millennium Edition＊1

( PCG-C1VR/BP)
DVgate Ver.2.2 ＊2

MovieShaker Ver.2.0＊2

Microsoft® Windows®ムービーメーカー(PCG-C1VR/BPのみ)
PictureGear Ver.5.0
PictureToy
Media Bar Ver.3.2
Windows MediaTM Player 7
OpenMG Jukebox Ver.2.0J for VAIO
Beatnik Player Ver.2.0
QuickTime 4.1
RealPlayer 8 Basic
PicoPlayer Ver.4.0（MPEG1再生専用）＊3

CyberCode Finder Ver.2.4 
MusicShaker Ver.1.2
Tiny AIBO Ver.2.1
URecSight Ver.1.2
Smart Capture Ver.4.1＊2

VisualShare Ver.2.0（PCG-C1VRX/Kのみ）
Smart Connect Ver.3.0 ( PCG-C1VRX/Kのみ)
Smart Connect モニターVer.1.1( PCG-C1VRX/Kのみ)
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'zDialer（ぷららアクセスソフトウェア）
@nif t y 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( PCG-C1VR/BPのみ)
BIGLOBEサインアップナビ
DreamStart ( DTIオンラインサインアップ)(PCG-C1VRX/Kのみ)



外部ディスプレイ出力
別売のディスプレイアダプター（PCGA-DA1S）を使用して、外部ディスプレイに接続。デスクト

ップ画面を出力できます。

AV出力
付属のAVケーブルで、テレビの映像端子、音声端子と接続

して、「バイオC1」の画面と音声を出力。大画面で映像を楽し

むことができます。
※ビデオ出力と外部ディスプレイ出力との同時使用はできません。
※本体画面が1024×480ドットの場合、テレビ画面では横方向が仮想スクロール表示となります。
※動作再生画面は、テレビと「バイオC1」の画面の両方で同時に表示できないことがあります。

押す、回すのスムーズな操作を可能とした「ジョグダイヤル」
システムコントロールや登録アプリケーションの選択・起動、ソニー製ア

プリケーションの操作などが、ジョグダイヤルウィンドウを見ながら、回す、

押すの手軽さで行えます。各種機能の実行や、一連の操作を自動実行

するプログラマブル・パワーキー機能も装備しています。

最大56kbps高速FAXモデム内蔵（モデム端子）
※V.90とK56f lexTM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。
FAX送信時には最大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。

「i.LINKTM（IEEE1394）」端子
デジタルハンディカムとの接続に活躍するS400対応4ピンのi.LINK端子を装備。また、PCG-

C1VRX/Kにおいては、「Smart Connect（スマート・コネクト）Ver.3.0」、PCG-C1VR/BPに

おいては「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。ファイルの共有やプリンターの共有が可能です。
＊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などの処理能力により異なります。

最新の低消費電力CPU
Transmeta CrusoeTM プロセッサー搭載
「バイオC1」ならではの機動性を最大限に生かせるスタミナ化と、マルチメディアデータ処理

に適したハイパワーに貢献する、低消費電力と高性能の両立を実現した、Transmeta CrusoeTM

プロセッサーの最新版TM5600 667MHz＊を搭載しています。
＊PCG-C1VRX/Kに搭載。PCG-C1VR/BPはTM5400 600MHzです。

128MBの大容量メモリー
マシンの性能を引き出す、高速SDRAMを採用した128MB＊の大容量メインメモリーを実装。

＊うち、16MBはシステムで使用します。

大容量約20GBハードディスクドライブ
コンパクトなボディに大容量を実現。大量の映像データや音楽ファイルも、余裕で保存できます。
＊PCG-C1VRX/Kのみ。PCG-C1VR/BPは約10GBとなります。

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」にも対応しています。

248×27＊1×152mmのハンディサイズ、質量約980g＊2

軽快に持ち歩ける薄さ27mm＊1、質量約980ｇ＊2を実現しました。
＊1 最薄部、後部は約29mm。
＊2 PCG-C1VR/BPで付属のバッテリーパック（S）装着時。PCG-C1VRX/Kは約 995g。

約17ミリピッチ・キーボードの操作性
ハンディサイズながらキーピッチはゆとりの約17ミリを確保し

ています。
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※画面はすべてハメコミ合成です。

スティック式
ポインティングデバイス
（スクロール 機能付）

内蔵モノラルマイク

内蔵型ビデオカメラ
MOTION EYE

Bluetoothボタン

パワースイッチ

USB端子

ジョグダイヤル

AV出力

「i.LINKTM（IEEE1394）」端子

CardBus対応PCカードスロット（Type2×1）

マイク／ステレオライン入力（ミニジャック）

ヘッドホン端子（MEGA BASS対応）

DC-IN（電源入力端子）

内蔵ステレオスピーカー
マジックゲート対応

メモリースティックスロット

外部ディスプレイ出力

吸気口

インジケーターランプ

排気口

吸気口

楽しみを操る高性能をコンパクトに。�

シャッター感覚で画像が取り込める
「キャプチャーボタン」

プログレッシブCCD採用、内蔵型ビデオカメラ
MOTION EYE《モーション・アイ》
静止画もきれいな1/ 6型プログレッシブ 35万画素CCDを採用。180 回゚転機構により、正面

撮りも自分撮りも可能。カメラの向きに合わせて、天地も自動反転します。
※OSによりカメラデバイスとして認識されますので「Net Meet ing」など他のアプリケーションでも使用可能です。

最大約1677万色＊1表示&ウルトラワイドXGA
（1024×480ドット）対応TFT液晶パネル
8MB の VRAM 内蔵グラフィックアクセラレーターATI RAGETM Mobility-M1搭載に

より、動画や静止画の描写もスムーズです。また、PCG-C1VR/BPは、Windows®Millennium

Editionのデュアルディスプレイ機能＊2により、外部ディスプレイと本体液晶で異なるデス

クトップ領域の同時表示も可能です。
＊1 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。
＊2 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。
例：本体液晶1024× 480（色数1677 万色）、外部ディスプレイ1024× 768（色数1677万色）

※液晶画面はバックライト式ですので、直射日光下では見づらくなります。

ワイヤレスでつながる、Bluetooth内蔵
PCG-C1VRX/Kには、ワイヤレス通信が可能なBluetoothを内蔵。Bluetoothは世界2000社

以上の企業が参加して標準化された、グローバルな無線通信規格です。電話回線につないだ、

別売のBluetoothモデムステーションを使えば、ワイヤレスでインターネットにアクセスできます。

また、Bluetooth内蔵バイオ＊とは、「VisualShare」を使って、複雑な設定をせずに、さまざまな

ファイルの共有や転送などができます。
＊PCG-SR9G/K、PCG-C1VRX/K。
※ワイヤレス通信できる範囲は見通し約100m～10mです。
※最大通信速度は723kbpsです。
※通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害物設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なります。また、周囲の電波環境
により通信が切断される場合があります。
※PCG-C1VRX/Kでは、PCG-SR9G/KおよびPCG-C1VRX/K、PCGA-BM1との間でBluetoothによるデータ通信が可能です。

◎「バイオ」の性能を最大限に引き出す、Windows® 2000 Professional搭載。（PCG-C1VRX/K） ◎パソコンのライフスタイルを快適にする、Windows® Millennium Edition搭載。（PCG-C1VR/BP）

Bluetooth の入／切が

確かめられる

「Bluetoothランプ」

※写真はPCG-C1VRX/Kです。

モジュラージャック（モデム端子）

※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。
Windows® 98 Second EditionまたはWindows® 2000 Professionalをプリインストールし、S400対応i.LINK端子を
搭載したバイオとは、VAIOホームページからアップデータをダウンロード（無償）することによりネットワー
ク接続が可能になります。

※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（OSを含む）
およびハードウェアによって規定されます。

ハードディスクアップグレードサービスのご案内
ハードディスクドライブ容量の増加をご希望される場合は、「バイオC1」ご購入後に、

製品に同梱されているご案内書に基づいて、ソニー（株）VAIOカスタマーリンクへ

「ハードディスクアップグレードサービス」をお申し込みください。ソニーで製品をお預かり

して、内蔵されているハードディスクドライブを約20GBのドライブに交換して、ご返却

いたします。

・対象機種：PCG-C1VR/BP

キーボード交換サービスのご案内
英語配列キーボードに交換するサービスです。「バイオC1」ご購入後に、製品に同梱さ

れているご案内書に基づいて、ソニー（株）VAIOカスタマーリンクへ「キーボード交換

サービス」をお申し込みください。ソニーで製品をお預かりして、標準のキーボードから

英語配列キーボードに交換してご返却いたします。

・対象機種：PCG-C1VRX/K、C1VR/BP
※アップグレード費用、サービス期間など詳細につきましては、VAIOホームページ内「SUPPORT」でご確認ください。

ht t p : / / v c l . v a i o . s o n y . c o . j p /
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PCカード対応CD-ROMドライブ
PCGA-CD51/A オープン価格
●最大約16倍速の読み出しスピード。●PCカード経由で「バイオC1」
本体から電源供給。●外形寸法：幅144×高さ26×奥行153mm（本体
のみ）●質量：約480g ●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。

※PCG-C1VR/BP付属のCD-ROMドライブと同等品です。

ディスプレイアダプター
PCGA-DA1S オープン価格
●ケーブル長：約70mm ●質量：約35g（ケーブルのみ）●付属品：
ソフトケース

ACアダプター
PCGA-AC16V2 オープン価格
●持ち運びに便利なコンパクト設計。●外形寸法：幅44×高さ28×
奥行き94mm（本体のみ）●質量：約200g●AC100V～240Vのマル
チボルテージ仕様※本体に付属のACアダプターと同等品です。

USBマウス
PCGA-UMS1/A オープン価格
●「バイオC1」本体のUSB端子に接続し使用することができます。
●ホイール搭載でスクロール機能対応。●持ち運びに便利なコード
巻き付け式。●外形寸法：幅55×高さ30.6×奥行97.3mm（本体
のみ）●質量：約 110g●ケーブル長：約 80cm●Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second
Editon/Windows®98をプリインストールしたノート型バイオに対応。

スマートバッグ CX
PCGA-MBC1A オープン価格
●LUGGAGE LABEL、PORTERなどのブランドでおなじみの「吉田
カバン」（株式会社 吉田）とソニーの共同開発。●バイオC1をぴった
り収納でき、体にもフィットする縦長スタイル。大容量タイプのバッテリ
ーパック（LLL）を装着した状態でも収納可能。●外形寸法（幅×高
さ×奥行き）：約 220×310×90mm●質量：約600g●色：グレー
●材質：ポリエステル●対象機種：バイオC1
※LUGGAGE LABEL、PORTERは株式会社 吉田の登録商標です。

SDRAM増設メモリーモジュール
64MBタイプ PCGA-MM164 オープン価格
※PCGA-MM164はPCG-C1XE・C1XF・C1XG・C1XG/BP・C1VJ・C1VJ/BP・C1VRX/K・C1VR/BP・
C2GPS専用です。PCG-C1・C1R・C1Sでは使用できません。
※精密な構造であるため、お客様ご自身での取り付けは行えません。販売店へご依頼いただくか、また
はソニー（株）VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス（有料）をご利用ください。

デジタルハンディカムなどと接続するための i.LINKケーブル

フロッピーディスクドライブ
PCGA-UFD5 オープン価格
●USB接続。●外形寸法：幅111×高さ17.5×奥行150mm（本体の
み）●質量：約285g

リチャージャブルバッテリーパック（S）
リチウムイオンタイプ

PCGA-BP51A オープン価格
●外形寸法：幅205×高さ22×奥行25mm●質量：約162g ●容量：約
20Wh（11.1V、1800mAh）●動作時間：PCG-C1VRX/K約3～5時間、
PCG-C1VR/BP約3～5.5時間

※本体に付属の充電池と同等品です。

リチャージャブルバッテリーパック（L）
リチウムイオンタイプ

PCGA-BP52A オープン価格
●外形寸法：幅243×高さ31×奥行47mm ●質量：約350g ●容量：約
40Wh（11.1V、3600mAh）●動作時間：PCG-C1VRX/K約6～10時間、
PCG-C1VR/BP約6～11時間

リチャージャブルバッテリーパック（LLL）
リチウムイオンタイプ

PCGA-BP54 オープン価格
●外形寸法：幅247×高さ25×奥行89mm ●質量：約690g ●容量：約
68Wh（11.1V、6200mAh）●動作時間：PCG-C1VRX/K約11～17時間、
PCG-C1VR/BP約11～19時間

軽く、小さく、ファッショナブル。
ネックストラップやクリップで
多彩なリスニングシーンに対応。

バイオ ミュージッククリップ
スタンダードモデル

パーソナルネットワークプレイヤー

MC-S50 64MBメモリー オープン価格
MC-S25 32MBメモリー オープン価格
●軽量約33g（単4形アルカリ乾電池1本含む）のコンパ
クトな仕様。●ATRAC3 やMP3に加え、Windows
MediaTM Audio（WMA）形式の音楽ファイルも取り込
めます。●外形寸法：幅22.4×高さ99×奥行25.9mm 

バッテリーチャージャー
PCGA-BC5 オープン価格
●「バイオC1」本体での充電よりも高速の充電が可能。●外形寸
法：幅110×高さ30×奥行234mm●質量:約390g ●対応バッテ
リーPCGA-BP51A・BP51・BP52・BP52A×計2本、PCGA-
BP54×1本

ヘッドホンコードなしのネックバンド一体化デザイ
ンで、いつでも快適アウトドアリスニング。

バイオ ミュージッククリップ
ヘッドホンモデル

パーソナルネットワークプレイヤー

MC-HP1 64MBメモリー オープン価格
●スタイリッシュなネックバンド一体化デザイン。●ヘッ
ドホンコードなしでいつでも快適アウトドアリスニング。
●連続再生約6時間。●ICメモリー64MB内蔵。●質量：
約125g（単3形アルカリ乾電池1本含む）
※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。

バイオにストックした地図。
スケジュールなどの多彩な情報をスマートに
持ち出す小型データビューワ－。

バイオ インフォキャリー
パーソナルネットワークプレイヤー
VNW-V15 オープン価格
VNW-V5 オープン価格
●小説などを読むときに便利なタテ書き表示機能。
●片手でスピーディに操作できるジョグダイヤル採用。
●外形寸法：［VNW-V15］幅74.4×高さ94.3×奥行
8.5mm（最薄部）［VNW-V5］幅74.4×高さ94.9×奥行
9.3mm（最薄部）●質量：約100g（単4形アルカリ乾電
池1本含む）

「バイオ」につないで、
ジョグ／シャトルで軽快にデジタルビデオ編集。

USBジョグコントローラー
PCDA-J1/A オープン価格
●ビデオ機器感覚でデジタルビデオ編集が楽しめる
ジョグ／シャトル搭載。●「DVgate」や「Adobe®Premiere®」
など各種ソフトウェアのキーをプリセット。●ショートカット
キーを持つ多彩なソフトウェアに対応。●ビデオ編集以外
にも各種ソフトの操作が可能です。●外形寸法：幅231×
高さ51×奥行183mm●質量：約420g（本体のみ）

手もとで手軽にリモコン操作。
デジタルで、高音質な音楽を楽しめます。

バイオ ジョグリモコン
ジョグリモ－トコントローラー
PCGA-JR1 オープン価格
●「OpenMG Jukebox」で管理している曲をリモコン
操作可能。●USB端子に接続し、ジョグダイヤルでの操作
ができます。●ヘッドホン端子装備。●外形寸法：幅84.8×
高さ37.6×奥行13.7mm ●質量：約52g

大容量だからデジタルビデオ編集がもっと手軽に。
つないですぐに高速バックアップ。

i.LINKハードディスクドライブ
PCVA-HD04 オープン価格
●40GBの大容量。●高速データ転送可能。（20MB/s）
●「DVgate」でのDV動画データを直接取り込んで保存
できます。●「バイオ」を使用中に手軽に抜き差しできる
ホットプラグ＆プレイで、i.LINK端子に接続してすぐに使
えます。●外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm
●質量：約2.4kg
※「バイオC1」には1台まで接続して使用できます。
※「バイオC1」との接続には別途i.LINKケーブルが必要です。

※「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は保証していません。※画面はすべてハメコミ合成です。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※「バイオギア」製品について詳しくは、「バイオギアカタログ」をご覧ください。※PCG-C1VRX/Kで付属
ソフトウェアをインストールするには、別売のCD-ROMドライブが必要です。※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。※画面はすべてハメコミ合成です。

「バイオ」のある生活が、もっと楽しくなる、「バイオギア」。�

関連製品で「バイオC1」は、さらに快適になる。�
�

PCカード対応DVD-ROMドライブ
PCGA-DVD51/A オープン価格
●DVD-ROM、DVD-VIDEO＊などのディスクの読み出しが可能。●DVD
最大約8倍速、CD-ROM最大約24倍速。●外形寸法：幅144×高さ26×
奥行 153mm（本体のみ）●質量：約 620g ● 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。

＊DVD-VIDEOを再生する場合、CPUは Pentium® II 400MHzまたはCeleronTM 450MHz以上、
TM5400 600MHz以上が必要です。
※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。
※DVDビデオディスクを再生する場合はAC電源でご使用ください。

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
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＊。
●ハンディGPSレシーバー単体でも緯度・経度・移動
速度・時刻が見られます。●電池ボックス装着で約12
時間の連続操作が可能なスタミナ仕様。●旅先で記録
したログをもとに、トラベルアルバムを作ることができる
「GTREX Ver.2.0」付属。●外形寸法：幅 44×高さ
70×奥行14mm（本体、突起物含まず）●質量：約40g
（本体、電池含まず）
＊Navin' You専用マップ（別売）が必要です。

キャリングポーチ
PCGA-CP11 オープン価格
●クッション性を備えたエアメッシュ地が「バイオC1」を傷から守ります。
●「VAIO」のロゴ入りで、お好みの4色から選べるカジュアルでおしゃれな
ポーチ。●バッテリーパック（LLL）を装着したまま収納可能。●外形
寸法／質量：幅275×高さ175×奥行25mm／約75g（本体用ポーチ）、
幅100×高さ175×奥行25mm／約20g（ACアダプター用ポーチ）
●カラー：グレー（H）、オレンジ（D）、バイオレット（V）、ブラック（B）

PCカード対応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）、最大約14倍速（CD-RW）
●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
Creator 4 Standard」、「Direct CD 3」●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をプリインストールしたバイオに対応。
※High Speed CD-RWディスクには非対応です。
※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。

■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）

■i.LINKケーブル ＜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）

VNW-V15

VNW-V5

MC-S50

MC-S25

●「バイオC1」PCG-C1VRX/K・C1VR/BP関連製品

Bluetoothモデムステーション　　　　　 4月中旬発売予定

PCGA-BM1 オープン価格
●アナログ電話回線用端子、シリアル端子（ISDNターミナルアダプター接続用）装備。●規格：
Bluetooth 1.0B準拠●付属品：ACアダプター、モジュラーケーブル、設定CD-ROM
※PCG-C1VRX/K、PCG-SR9G/Kに対応。
※CarrierGateとの通信はできません。

コードを気にせず、家の中の好きな場所から
インターネット＆LAN。

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〉
●ワイヤレスで快適なインターネット環境を実現。●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。●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。
●規格：IEEE802.11/802.11b（無線LAN標準互換プロト
コル）●伝送距離：～100m＊ ●消費電力：最大280mA
＊伝送距離は使用状況により異なります。
※Bluetoothとの通信はできません。

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。
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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、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
スク上の全ヘルプファイル・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、表示します。
◎最新情報をダウンロードして常に最新データに更新可能。

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
るので初心者にもやかりやすく、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）※ PCG-C1VRX/Kについての電話でのご相談・ご質問は90日間を無料で承
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」をご用意しております。「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。

バイオでつながる。�PCG-C1VRX/K PCG-C1VR/BP
Microsoft® Windows® 2000  Professional（Service Pack1対応） Microsoft® Windows® Millennium  Edition

Transmeta CrusoeTM プロセッサー
TM5600 667MHz TM5400 600MHz

128KB／512KB（CPUに内蔵） 128KB／256KB（CPUに内蔵）
100MHz（CPUクロック600MHz動作時）

SDRAM 128MB（オンボード）／最大192MB ※うち16MBはシステムで使用。
専用メモリースロット×1（1）

ATI RAGETM Mobilty ｰM1（3Dアクセラレーション対応）
8MB（ビデオチップに内蔵）

8.9型、ウルトラワイドXGA（1024×480ドット）対応 TFTカラー液晶
1024×480（最大約1677万色＊1）／640×480（最大約1677万色＊1）、800×600＊2（最大約1677万色＊1）、1024×768＊2（最大約1677万色＊1）

1600×1200 ／1280×1024 ／1024×768 ／800×600（約1677万色）
外部ディスプレイ：1280×1024（最大約1677万色）
ー本体LCD表示：1024×480（最大約1677万色＊1）
外部ディスプレイ：1024×768（最大約1677万色）
ー本体LCD表示：1024×480（最大約1677万色＊1）

別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB／720KB）
約20GB（Ultra ATA＊3）（C:約12GB／D:約8GB） 約10GB（Ultra ATA＊3）（C:約6GB／D:約4GB）

別売：PCGA-CD51/A、PCカード接続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付属：PCGA-CD51/A、PCカード接続
プログレッシブ方式1／6 型CCD35万画素（f=2.8mm F2.8）

●AV 出力（NTSC／PAL対応、ステレオライン出力）＊4●USB×1 ●外部ディスプレイ出力（別売ディスプレイアダプターPCGA-DA1S専用端子）×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／ライン入力（モノラル／ステレオ兼用ミニジャック）×1●ステレオヘッドホン出力（MEGA BASS対応）×1

TypeⅡ×1、CardBus対応
本体にBluet oot hTM内蔵

（最大通信速度723kbps、距離見通し約100～10m）＊5（Bluetooth1.0B準拠）
ウィンドウズサウンドシステム互換、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク、

XG対応ハードウェアMIDI音源、MEGA BASS（低音ブースト）機能（ヘッドホン出力のみ）
最大56kbps＊6（V.90／K56flexTM自動対応）／最大14.4kbps（FAX時）

約17mmピッチ／キーストローク約2mm／86キー／スクロール機能対応スティック式ポインティングデバイス
ACアダプター（PCGA-AC16V2同等品）、バッテリーパック（S）（PCGA-BP51A同等品）＊7、テレホンコード（モジュラーケーブル）、AV接続ケーブル（ピンプラグ：映像／

ステレオ⇔AVミニプラグ：特殊ステレオミニプラグ）、リカバリーCD
Microsoft®Office 2000 Personal プリインストールパッケージ

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
36W

S区分0.0010

バッテリーパック（S）：約1.5時間（約85％）、約2.5時間（約100％）／バッテリーパック（L）：約3.5時間（約85％）、約6時間（約100％）／
バッテリーパック（LLL）：約6時間（約85％）、約9時間（約100％）

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）
約幅248mm×高さ27mm（手前最薄部。後部は29mm）×奥行き152mm

約 995g（バッテリーパック（S）搭載時） 約980g（バッテリーパック（S）搭載時）

モデル
OS
プロセッサー

キャッシュメモリー（1次／2次）
メモリーバスクロック
メインメモリー 標準／最大
拡張メモリースロット（空き）
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）

フロッピーディスクドライブ
ハードディスク
CD-ROMドライブ
内蔵ビデオカメラ
外部接続端子

PCカードスロット
ワイヤレス通信機能

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消費効率＊8

バッテリー駆動時間＊9

バッテリー充電時間（オン／オフ時とも）

温湿度条件
本体外形寸法（最大突起部含まず）
質量

■ PCG-C1VRX/K・PCG-C1VR /BP 主な仕様

＊1 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 ＊2 仮想画面モード。＊3 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-C1VRX/K（約18.5GB）、PCG-C1VR/BP（約9.3GB）に
なります。＊4 本体画面が1024×480ドットの場合、テレビ画面では横方向が仮想スクロール表示となります。ビデオ出力と外部ディスプレイ出力との同時使用はできません。＊5 通信速度、通信距離は周囲の電波環境、障害物、設置環境、
距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なります。また、周囲の電波環境により通信が切断される場合があります。Bluetoothをご利用になるときは、Windows® 2000 ProfessionalのAdministratorとして起動してください。1台の
バイオでBluetooth とワイヤレスLANを同時に使用しないでください。BluetoothとワイヤレスLANを近距離で使用すると、通信速度などに影響を及ぼす場合があります。＊6 V.90とK56 f lexTM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33.6 kbpsが最大値になります。＊7 容量約20Wh。従来のPCGA-BP51（容量約17Wh）も利用可能です。ただし、バッテリー駆動時間はPCGA-BP51Aよりも短くなります。＊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 省電力モード時。駆動時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック（S）／バッテリーパック（L）／バッテリーパック（LLL）の併用はできません。

「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、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）。
◆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。

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」があ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確認ください。
◆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。

（非対応）

－

バッテリーパック（S）：約3～5時間／バッテリーパック（L）：約6～10時間／
バッテリーパック（LLL）：約11～17時間

バッテリーパック（S）：約3～5.5時間／バッテリーパック（L）：約6～11時間／
バッテリーパック（LLL）：約11～19時間

－

「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、
PCG-C1VR/BPの場合、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。
－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またはi.LINKハードディスクをご使用ください。それ以
外の外部記憶装置（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。

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。



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。
●Transmeta,the Transmeta logo,CrusoeProcessor, the Crusoe logo and combinations thereof are
trademarksof Transmeta Corporation in the USA and other countries. ●Microsof t、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。●BLUETOOTH
はその商標権者が所有している商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。●K56flex
はLucentTechnologies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、記入事項を確認のうえ、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。●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。商品ご使用上のご注意
●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、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。●システムの再インストールには、別売
のCD-ROMドライブが必要です。●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、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。●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10億バイトで算出しています。●「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。● i.LINKは IEEE1394-1995

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。

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-1   Printed in Japan.（84995873）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

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。


