
パーソナルコンピューター「バイオRX」

PCV-RX71K･RX61K･RX51シリーズ

それは、クリエイティブな楽しみを凝縮した高性能。

●写真はPCV-RX71KL5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。



パーソナルコンピューター

PCV-RX51T7 オープン価格
TVチューナー内蔵17型FDトリニトロンマルチ
スキャンディスプレイHMD-H200（V）付属
※ステレオスピーカー内蔵

パーソナルコンピューター

PCV-RX51V7オープン価格
17型FDトリニトロンマルチスキャン
ディスプレイHMD-A200（L）、
ステレオスピーカー付属

Pentium® IIIプロセッサー866MHz、ツインドライブ搭載。
上級機に迫るスペックを得たスタンダードモデル。

17型
TVチューナー付き
FDトリニトロン

17型
FDトリニトロン

Pentium®4プロセッサー1.50GHz
＊

搭載。バイオの世界を味わい尽くせる高性能が、ここにある。
バイオの世界をもっと深く、もっと自由に楽しめる。それがバイオRX。

マルチメディア処理能力をさらに高めたPentium® 4 プロセッサー1.50GHz＊。

大容量80GBのハードディスクドライブ＊、DVD-ROMとCD-RWのツインドライブ、

TVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードなど、

クリエイティブな楽しみをもっと面白くする高性能を、スタイリッシュなボディに凝縮。

「DVgate」で、自分だけのビデオ作品づくりに挑戦する。

「Giga Pocket」が実現する、もっと快適なテレビ生活。

充実したソニーオリジナルソフトウェアが、バイオならではの楽しみを広げます。

その高性能には、新しい映像の楽しみの発見がある。

新しいバイオが、あなたの創造力をかきたてます。

＊PCV-RX71Kシリーズのみ。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。
※写真はPCV-RX71KL5です。画面はハメコミ合成です。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
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パーソナルコンピューター

PCV-RX71Kオープン価格
本体部単体販売モデル
キーボード／ホイールマウス付属
※スピーカーは付属しません。

パーソナルコンピューター

PCV-RX71KL5
オープン価格
15型TFT液晶デジタルディスプレイ
PCVA-15XD2、ステレオスピーカー付属

パーソナルコンピューター

PCV-RX71KT7 オープン価格
TVチューナー内蔵17型FDトリニトロンマルチス
キャンディスプレイHMD-H200（V）付属
※ステレオスピーカー内蔵

Pentium®4プロセッサー 1.50GHz、80GBハードディスク内蔵。
スペックをきわめたハイエンドモデル。

■ Adobe® Premiere® 5.1日本語版プリインストール
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パーソナルコンピューター

PCV-RX61Kオープン価格
本体部単体販売モデル
キーボード／ホイールマウス付属
※スピーカーは付属しません。

パーソナルコンピューター

PCV-RX61KL5
オープン価格
15型TFT液晶デジタルディスプレイ
PCVA-15XD2、ステレオスピーカー付属

パーソナルコンピューター

PCV-RX61KT7 オープン価格
TVチューナー内蔵17型FDトリニトロンマルチス
キャンディスプレイHMD-H200（V）付属
※ステレオスピーカー内蔵

Pentium® IIIプロセッサー1B GHz＊、ツインドライブ搭載。
ビデオとテレビの楽しみが広がる高性能モデル。
■ Adobe® Premiere® 5.1 LE日本語版プリインストール

＊1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表わします。
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ビデオ編集を楽しみ尽くす。
バイオなら、多彩なスタイルでビデオ編集が楽しめる。「DVgate」で高精

度なカット／アセンブル編集。「Adobe® Premiere®」＊で映画のような

作品づくり、「MovieShaker」の遊び心あふれるムービーづくりなど、

作る楽しみが大きく広がります。＊PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ
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ビデオ編集をきわめる。テレビ生活をもっと自由に。クリエイティブな楽しみはバイオから始まる。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。
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※写真はPCV-RX71KL5です。画面はハメコミ合成です。

※写真のデジタルハンディカムDCR-VX2000、ダブルビデオデッキWV-DR9、USBジョグコントローラーPCDA-J1／A、i.LINKハードディスクドライブPCVA-HD04、ワイヤレスLANスターターキットPCWA-A100C、バイオノートSR PCG-SR1G／BPは別売です。

V I D E O  E D I T  
P . 6 ～ P . 1 1

テレビ録画を楽しみ尽くす。
「Giga Pocket」で、もっと自由にテレビを楽しむ。気になる番組をまと

めて録画して、好みのスタイルで再生できる。インターネット予約やiモー

ド予約などの番組予約、パソコンならではの番組管理など、便利な機能

も充実。あなたのテレビ生活がもっと快適になります。

T V  L I F E  
P . 1 2 ～ P . 1 5

ネットワークで楽しみ尽くす。
バイオRXをビデオサーバーにして、手軽に映像をやりとりする。ネットワーク

につないだバイオノートで、テレビ番組を見たり、録画予約をしたり。また、

映像をディスクに書き出せば、外出先でも手軽に録画した映像が楽しめる。

映像ネットワークでバイオの楽しみはさらに広がります。

N E T W O R K  
P . 1 6 ～ P . 1 7



■画質劣化のない高画質なビデオ編集：

「DVgate」では、デジタルハンディカムなどのDV

機器で扱われるDV圧縮された映像（DV動画）

を、そのままAVI（DV）ファイルとして取り込みます。

さらに、編集・書き出しの際にも、再圧縮などの加

工を行わないため、画質劣化のない、精度の高い

映像づくりが楽しめます。

■MPEG形式に変換して「Giga Pocket」に取

り込む：「DVgate Assemble」では、動画ファイ

ルをAVI（DV）形式から、MPEG2･MPEG1形式

に変換して出力できます。変換した映像をCD-R

に保存したり、「Giga Pocket」に取り込んでテレ

ビの大画面に映し出して楽しめます。
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撮りためたテープや、デジタルハンディカムで撮ったビデオを、バイオでデジタルビデオ編集。

「DVgate Motion」で高画質のまま映像を取り込む。

「DVgate Assemble」で必要なシーンを切り出して順番通りに並べる・つなぐ。

テープに書き出せば、作品の完成。画質劣化のない高精度なビデオ編集が楽しめます。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。
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※写真はPCV-RX71KT7です。画面はハメコミ合成です。
※写真のi.LINKハードディスクPCVA-HD04、デジタルハンディカムDCR-VX2000は別売です。

高画質のままDV動画を取り込んで、高精度なビデオ編集。撮りためたビデオが、「DVgate」で自分だけの作品になる。

■手軽にカット・アセンブル編集が行える

「DVgate」：「DVgate」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

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。DV機器のコントロールをマウ

ス操作で行えるので、手軽に正確な映像の取り込

みが行えます。取り込んだ映像は「DVga t e

Assemble」だけでなく、「MovieShaker」、「Adobe®

Premiere®」などでも編集可能です。

アナログ映像の入出力に対応するDV←→アナログ変換機能＊。

デジタルハンディカムから動画を取り込んで、手軽にカット／アセンブル編集。

i.LINK端子につないだDV機器をバイオから操

作して、動画のワンシーンを静止画として取り込め

ます。クリックしたポイントの前後計30フレームから

必要なカットを選んで保存できるので、決定的な

瞬間の取り込みも手軽に行えます。

デジタルハンディカムから静止画をキャプチャーできる「DVgate Still」。

■自動で取り込み候補リストを作成できる「スキ

ャン機能」：撮影済みのテープから、自動的に録

画開始／終了点を検出することにより、効率よく

必要な映像だけを取り

込むことができます。

■2GBを超える長時間映像も取り込み／書き

出し可能：2GB（約9分30秒）を超える長時間の

映像は、「DVgate」が自動的に分割・結合を行

います。このため、取り込みや書き出し時に映像

の長さを気にせず作業が可能です。

充実した機能により、ビデオ編集の楽しみがさらに広がる。

PCV-RX71K・RX61Kシリーズでは、DV映

像とアナログ映像を相互に変換する専用の

ハードウェアを搭載しています。「DVgate」で

は、Hi8やVHSなどのアナログ素材の取り込

みや、アナログビデオデッキへの書き出し、

「Giga Pocket」では、i.LINK端子に入力さ

れたDV映像の録画や、i.LINK端子から映

像を出力してDV機器への書き出しが可能

です。また、PCV-RX51シリーズでは、別売の

メディアコンバーター（26ページ参照）を使用

することで同様の機能が実現できます。

ディーブイゲート

＊PCV-RX71K・RX61Kシリーズ

※「DVgate Ver.2.2」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、PCV-RX51シリーズの場合、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。
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DVgate Motion

DVgate Motion

デジタルハンディカムなどのDV機器をi.LINK端子に

接続し、必要な映像だけをバイオに取り込むことができ

ます。開始点・終了点を指定してのバッチキャプチャー

機能により複数の映像もまとめて取り込み可能です。

「DVgate Assemble」で取り込んだ映像をカットしたり、

つなぎあわせたりして自由な映像作りが楽しめます。ま

た、MPEG1／MPEG2形式への変換も可能です。

編集後の映像は、高画質を保ったまま、「DVgate

Motion」でDV機器へ書き出して、オリジナルのビデオ

作品にすることができます。

DVgate Assemble

s

.＊デジタルハンディカム DCR-VX2000
での「インデックス書き込みボタン」には
対応しておりません。
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タイトルに凝る、映画のような映像表現にこだわる。「Adobe® Premiere®」で、ビデオ編集をきわめる。
「Adobe® Premiere®」で、映画のような効果や表現を駆使したビデオ作品づくり。

作品のタイトルやテロップを加える。映像の変わり目を特殊効果で演出する。

「SoftSPARKLE（サンプル版）」で、表現力豊かな特殊効果を使いこなす。

映画監督気分で、よりこだわった映像作品づくりに挑戦できます。

＊PCV-RX71Kシリーズ：Adobe® Premiere® 5.1日本語版、＊PCV-RX61Kシリーズ：Adobe® Premiere® 5.1 LE日本語版、

※PCV-RX51シリーズには、優待提供サービス（ページ下参照）があります。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。 ※写真はPCV-RX71KT7です。画面はハメコミ合成です。
※写真のUSBジョグコントローラーPCDA-J1／A、デジタルハンディカムDCR-VX2000、ダブルビデオデッキWV-DR9は別売です。
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※「Adobe® Premiere®」は、「DVgate」または「DVgate プラグイン for Adobe® Premiere®」で取り込んだAVI（DV）ファイルの編集に対応しています。MPEG2／MPEG1ファイルの編集はできません。
※「Adobe® Premiere®」はアドビシステムズ（株）による、初回コールより90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は同社による有料サポートメニューが用意されています。

アドビ プレミア

Adobe® Premiere ® 5.1 LE日本語版優待提供サービス。

PCV-RX51シリーズのご登録カスタマーの方へ、
「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」とビ
デオ編集解説書「土日でらくらくバイオで学ぶ
デジタルビデオ編集（素材CD-ROM付き）」を
セットにして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。

※カスタマーご登録については27ページをご覧ください。
※PCV-RX51シリーズで「Adobe® Premiere®

5.1 LE日本語版」優待提供サービスを受けられ
た方は、リカバリーCDに収録された「DVgateプ
ラグイン for Adobe® Premiere®」をインストール
して、ご使用いただけます。※PCV-RX71Kシリー
ズ以外の機種で「Adobe® Premiere® 5.1 LE
日本語版」のご登録後に、「Adobe® Premiere®

5.1日本語版」へのアップグレードも可能です。

※この優待提供サービスのほか、i.LINKハードディスク PCVA-
HD04にも、「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」とビデオ編集
解説書のPDFファイルが付属しています。

■「Adobe® Premiere®」の表現力をさらに高め

る「SoftSPARKLE（サンプル版）」（PCV-RX71Kシ

リーズ）：「SoftSPARKLE（サンプル版・エフェクト5

種）」は、「Adobe® Premiere®」に追加して使用で

きるトランジション効果用プラグイン。ソニー製の業

務用編集機の技術に基づいた高品質な特殊効果

を「Adobe® Premiere®」上で実現できます。効果

には、ふたつの映像の境界を美しくぼかすワイプパ

ターンや、水面が波打つような「ソニーリップルワイ

プ」など、5種類があります＊。また、それぞれの効果

は効果の加減

を詳細に調整

可能です。

＊「SoftSPARKLE」は、プリインストールした5種類以外に21種類の特殊効果
があります。これらはダウンロードにて販売しています。詳しくは、http://www.
so-net.ne.jp/dvj/sparkle/をご覧ください。

「Adobe® Premiere®」のビデオ編集機能を強化するソニーオリジナルプラグイン。

■スクロールタイトルも作れるタイトル・テロップ

機能：「ロール・スクロールタイトルツール」により、

作品のタイトル画面や、画面上に文字を重ねるテ

ロップ表示が行えます。縦や横に文字が移動する

スクロールタイトルも制作できます。

■画面と画面の変わり目を効果的に切り換える

トランジション効果：映像の変わり目に加えるトラ

ンジション効果を使えば、テレビ番組のようなユ

ニークな効果を加えることができます。トランジシ

ョン効果には、映像と映像が重なりながら変化す

る「クロスディゾルブ」や映像がコマのように変化

する「平面スピン」など、さまざまな効果が用意さ

れています。

■映像を雰囲気豊かに演出する映像フィルター：

映像全体に効果を加える映像フィルターにより、映

像の色合いを調整して回想シーンをセピア調の映像

にしたり、シーンをモノクロに変える「グレー」のほか、

色調やコントラストの補正など、画質調整も行えます。

「Adobe® Premiere®」の多彩な映像効果で作品の表現力を高める。

アルモニターの操作やタイムラインウインドウ上の

編集作業は、ドラッグ&ドロップで感覚的に使え

るインターフェースを採用。よりこだわった作品づ

くりが快適な操作で行えます。

■映画のような高度な映像表現が楽しめるビデ

オ編集・加工ソフト「Adobe® Premiere®」：

多彩な効果を駆使した高度な映像加工やビデ

オ編集が楽しめる「Adobe® Premiere®」。デュ

「Adobe® Premiere®」で、さらにこだわった作品づくりに挑戦。

Adobe® Premiere®

5.1日本語版

DVgate プラグイン for

Adobe® Premiere®

タイトル・テロップ

映像フィルター

トランジション

「Adobe® Premiere® 5.1 日本語版」、

「Adobe®Premiere® 5.1  LE 日本語版」の機能比較
■「Adobe® Premiere® 5.1日本語版」をプリイ

ンストール：PCV-RX71Kシリーズには、製品版フ

ルバージョンの「Adobe® Premiere® 5.1 日本語

版」を、PCV-RX61Kシリーズは機能限定版の

「Adobe® Premiere® 5.1 LE日本語版」をプリ

インストールしています。

※PCV-RX51シリーズでは、「Adobe® Premiere® 5.1  LE日本語版」の優待提
供サービスが利用できます。

トランジション効果�

映像フィルター�

音声フィルター�

ナビゲータウインドウ�

オーディオ／ビデオトラック数�

75種類�

65種類�

21種類�

○�

最大各99トラック�

16種類�

16種類�

3種類�

×�

最大各3トラック�

Adobe®Premiere® �
5.1 日本語版�

Adobe®Premiere® �
5.1 LE日本語版�

オリジナル映像 ソニー リップルワイプ ソニーブロークングラス ソニー メルト ソニーロータリーワイプ

s s s s s s

ソニー ベーシックワイプオリジナル映像 ランダムブロック 割り込み 型抜き 段階ズーム

s s s s s s

スライドする帯

■長時間編集を可能にする「DVgate プラグイン

for Adobe® Premiere®」：「Adobe® Premiere®」に

「DVgate」の機能を追加するプラグインです。

「Adobe® Premiere®」上で、i.LINK端子に接続し

たデジタルビデオ機器からの映像の取り込みが可

能。また、ムービーファイルの出力時には、2GBごと

にファイルを自動分割して出力できます。さらに、タイ

ムコードや音声モードなどDVテープ固有の情報も

「DVgateプラグイン」ダイアログで表示可能です。
＊「Adobe® Premiere®」からプラグイ
ンを使ってDVテープから映像を取り込
む場合、2GBを超えるファイルを自動分
割して取り込むことはできません。長時
間の映像は「DVgate」を使って取り込
んでください。

「DVgate」の機能を追加する
「Adobe® Premiere®」用プラグイン。



「PictureGear」から画像データを直接アップロード

して、サイト上に無料で掲載できます。友達同士で

思い出の画像をシェアしたり、一般に広く公開した

りと、ビジュアル・コミュニケーションの楽しさが大き

く広がります。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）の開始も予定しています。

＊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。

■BGMやナレーションの追加ができる充実のサ

ウンド編集機能：「DigiOnSoundTM Light」

は、編集の終わったビデオ作品などのAVIファイ

ルにアフレコ処理が行えるマルチトラック・サウン

ド編集ソフト。AVIファイルのサウンド編集では、

作成した映像をサムネイル（縮小画像）で連続的

に表示しますので、映像を確認しながらナレーシ

ョンの録音や編集が行えます。

■使用する音楽や音声をWAVEデータとして録

音可能：お手持ちのBGMやマイク／ライン入力

からの音声は、WAVEデータとして録音（キャプ

チャー）できます。また、風切り音や外部のノイズ

を低減するノイズリダクションや、低音／高音の

バランスを調整するサウンドエフェクト機能も充

実。映像作品のサウンド編集を強力にバックアッ

プします。

より快適なビデオ編集が楽しめるサポート&関連製品。

Page 10 Page 11

アフレコ編集や凝ったタイトル画面で、もっと完成度の高い作品に。
「DigiOnSoun

デジオンサウンド

dTM Light」で、オリジナルのナレーションを追加する。

「Adob
アドビ

e® Photosho
フォトショップ

p® 5.0 LE」で、映画のようなタイトル画面を作る。

「VAIOホームページ」で、ビデオ編集のテクニックを手に入れる。

多彩な付属ソフトとサポートで、あなたのビデオ編集をバックアップします。

「MovieShaker」で、スピーディー＆気軽にムービーづくり。
「MovieShaker」を使えば、遊び感覚で気軽にビデオ編集が楽しめます。

デジタルハンディカムからDV動画を取り込み、愉快な演出を加えてビデオクリップづくり。

完成した作品は、DVテープに書き出したり、「イメージステーション」で公開できる。

楽しい「シェーカー」機能など、ビデオ編集がもっと楽しくなります。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。 ※画面はハメコミ合成です。
※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

で

ビ

デ

オ

編

集

エフェクト

テキスト

エフェクト

トランジション

星グルグル 青フレーム 波紋 マリンスノー スポットライト 薄氷

左からフェード ギュンと縮小 クルクル 全体クルリン 横ビョーン 斜め合体

クロスフェード ページめくり なぞの四角

s s s

素材トレイ

加工パネル

効果トレイ

■高度かつ多彩な画像加工が行える「Adobe®

Photoshop® 5.0 LE」（PCV-RX71Kシリーズ）：

高度な画像加工が行えるフォトレタッチソフト

「Adobe® Photoshop® 5.0 LE」により、さらにこ

だわったタイトル画面づくりが楽しめます。フォント

の加工やフィルターによる特殊効果など、多彩な

機能で変化に富んだ画像加工が楽しめます。ま

た、静止画素材には、「DVgate Still」でデジタ

ルハンディカムから取り込んだり、サイバーショット

などで撮影した画像が使用できます。

■タイトルやテロップ作りに役立つ20 書体の

「Dyna Font」（PCV-RX71Kシリーズ）：タイトルや

テロップ用の文字には、ユニークな書体を集めた

20書体の「Dyna Font」（TrueTypeフォント）を

用意。映像の雰囲気に適した書体を選べば、タ

イトル・テロップの効果もさらに高まります。

DVテープに書き出す。 メールに添付して送る。

ホームページで公開。 CD-Rに保存。

ムービーシェーカー

作品トレイ

アフレコ録音やサウンド編集が行える「DigiOnSoundTM Light」。（PCV-RX71Kシリーズ）

ビデオ作品のタイトル画面やテロップ作りにさらにこだわる。

■「Adobe® Premiere®」の基礎がマスターでき

る「デジタルビデオ読本」（素材CD-ROM付き）が付

属（PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ）：レッスン形式

でAdobe® Premiere®を基礎から学べます。

■ビデオ編集のテクニックやコツをわかりやすく紹介

した「DVスキルアップセミナー」：VAIOホームペー

ジ内の「ENJOY VAIO」では、バイオを使ったデジ

タルビデオ編集講座を連載しています。ビデオ編集

の基本を解説する「入門コース」をはじめ、ビデオ編

集に役立つ情報を豊富に用意しました。

DVスキルアップセミナー

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

■ジョグ／シャトル搭載。ビデオ編集が快適に楽

しめる：ビデオ編集に便利なUSBジョグコントロー

ラー。ジョグ／シャトルによる映像のコマ送りや、編

集点の設定や移動など、ビデオデッキ感覚で手軽

にビデオ編集の作業が行えます。

USBジョグコントローラー
PCDA-J1／A 
オープン価格

■DV動画など大容量データの保存に便利な

i.LINKハードディスクドライブ：40GBの大容量と

20MB／秒の高速転送が可能なハードディスクドラ

イブです。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

に使用できます。「DVgate」でのキャプチャー用ドラ

イブとして使用できるほか、「Giga Pocket」で録画

した番組を書き出す外部メディアとして使用できま

す。また、動画編集・加工ソフトウェア「Adobe®

Premiere® 5.1 LE日本語版」が付属します。

※i.LINKケーブルは別売です。
※デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。

[「Giga Pocket」搭載のバイオで使用する際のご注意]
PCVA-HD04は着脱可能なドライブですので、「Giga Pocket」の通常の
保存先としては使用できません。「外部メディア」に設定して、録画済みの
データの書き出し先としてお使いください。

i.LINK ハードディスクドライブ

PCVA-HD04（40GB）

オープン価格

＊DV動画ファイルでは約170
分、MPEG2・標準では約22時
間の動画を記録可能。

デジタルハンディカムやデジタルカメラから取り込ん

だ動画や静止画を素材にして、個性あふれるビデオ

作品づくりが遊び感覚で楽しめる「MovieShaker」。

「Ver.2.0」では、i.LINK端子に接続したデジタルハ

ンディカムで撮った動画の取り込み／書き出しに対

応。取り込みから演出・編集まで、このソフト一つで

楽しめます。編集作業は、素材映像の長さを調節し

て、好きな順に並べるだけと、とてもシンプル。気軽

にムービーづくりが楽しめます。

■エフェクトや画面の切り換え効果、タイトルなど、

楽しい特殊効果を豊富に用意：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

とシーンの切り換わりを効果的に演出する8種類

の「トランジション」、フォントと8種類のエフェクトを

選んで 楽しいテロップが作れる「テキストエフェク

ト」を用意。手軽な操作で魅力的に作品をショー

アップします。また、素材の音量、色合い、再生ス

ピードも設定できます。

■約30秒のビデオクリップに自動編集する「シ

ェーカー」機能：素材トレイの映像を自動でつない

で特殊効果で演出する「シェーカー」機能。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、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＊まで付いた楽しい作品が

手軽にできあがります。

＊テキストはあらかじめ入力が必要です。

「MovieShaker」で、多彩なエフェクトを加えて楽しいムービーづくり。

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）�

映像を取り込む。1

作品を多彩に楽しむ。3

手軽にビデオ編集。2

s
s

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」。

■手軽に画像をインターネットで公開できる「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。会員登録

すれば、「MovieShaker」

や「Smart Capture」、

※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いたします。

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

■「イメージステーション」の楽しい活用法をご紹

介：VAIOホームページ内の「イメージステーショ
ン活用法」では、「イメージステーション」の活用
法やサービス内容を紹介しています。
http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/I_station/

■多彩な出力形式に対応し、作品を多彩に楽し

める：完成した作品は、DVテープに書き出したり、

さまざまに活用が可能。ビデオメールは、作品の

初めの1分間をMPEG1形式でコンパクトに圧縮。

電子メールソフトに添付して送れます。また、

QuickTime＊1やRealVideo＊2形式に保存すれば、

ホームページでの活用もOK。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です。
＊1：再生にはQuickTime4が必要です。＊2：再生にはRealPlayer 8などが必
要です。

使用可能なファイル形式



■「スリップ再生」で録画中でも番組の最初から

再生できる：録画しながら、すでに録画したシー

ンに戻って再生できる「スリップ再生」機能を使え

ば、録画中に帰宅しても、録画を続けながら番組

を最初から見ることが可能です。テレビを見てい

る時に急な用事が入った場合もその場で録画開

始すれば、用事が終わってからその場面に戻っ

て再生できます。

Page 12

バイオにTVアンテナをつなぐ。バイオでテレビを見る、デジタル高画質で録
と

る。

ハードウェア方式だから、大画面テレビとつないでも高画質で楽しめる。他のパソコン作業中でも録画できる。

録りためた番組を素早く呼び出せる。見たいシーンに素早く移動できるハードディスク録画。

「Giga Pocket」なら、もっと自由にテレビとつき合える。これがバイオのテレビ生活です。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。
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※写真はPCV-RX71KL5です。画面はハメコミ合成です。
※写真のテレビKV-32DRX7、ビデオデッキSLV-R350は別売です。

■テレビ番組をデジタル高画質で、長時間録画：大

容量のハードディスクにテレビ番組を保存するので、

ビデオテープとの比較で圧倒的な長時間録画が

可能です。見たい番組はどんどん録画して、ハード

ディスクで集中管理する新しいスタイルを実現しま

した。3つの録画モードから選択し、ハードディスクを

効率的に利用して長時間のテレビ番組の録画が楽

しめます。例えばMPEG2・標準モードなら、最長40

時間の録画が可能（PCV-RX71Kシリーズ）。

MPEG1（ビデオCD相当）モードなら、さらに長時間

のテレビ番組を録画することができます。

■MPEG2とMPEG1の同時録画機能＊1に対

応：モジュールの追加により、MPEG2でのテレビ

録画と同時にMPEG1でも録画が行える同時録画

機能＊2、＊3を追加することができます。これは、

MPEG2録画をハードウェア処理で、MPEG1録画

をソフトウェア処理により行うバイオならではの機能

です。CD-Rへ保存する場合などファイル変換にか

かる時間を節約できます。
＊1：同時に別の番組を録画する機能ではありません。
＊2：MPEG1・MPEG2同時録画機能は、VAIOホームページよりモジュールをダ
ウンロードすることで実現できます。2001年2月上旬に、VAIOホームページ上で無
償ダウンロードを予定。詳しくは、VAIOホームページでご案内します。
＊3：MPEG2／MPEG1同時録画機能は、MPEG2→MPEG1変換をCPUの能
力を使って行うため、録画中にシステムの動作が遅くなる可能性があります。また、
CPUの性能によって、MPEG2録画終了と同時にMPEG1録画（変換）が終わらな
い場合があります。

TVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボード搭載。

■「フィルムロール」で見たいシーンを素早く再生：

「Giga Pocket」ならハードディスク録画ならでは

の、自在な再生が可能。場面の大きな変わり目を

サムネイル画像で表示する「フィルムロール」機能

を使用し、画面のスクロールバーやマウスのホイー

ル操作で見たいシーンをすぐに呼び出し可能。短

時間で効率的にテレビ番組を楽しめます。

■専用リモコンで番組を呼び出し、すぐ再生：

付属の「Giga Pocket」用のリモコンにより、録

画、チャンネル変更などの基本操作はもちろん、

録画済みの番組を選択して再生することも可能。

ビデオテープの抜き差し／頭出し／巻き戻しな

どをすることなく、見たい番組をすぐ再生。新し

い操作感覚で快適に「Giga Pocket」をコント

ロールできます。

見たいシーンをすぐに探せる。録画中も見たい場面から楽しめる。

リモコン対応だからテレビ録画・再生がもっと快適に楽しめる。

テレビ番組をデジタル高画質で録る・見る。「Giga Pocket」で始まる、あなたとテレビの自由な関係。
と ギガ ポケット

■ハードウェア処理による、高画質で安定した録

画・再生を実現：「Giga Pocket」でのテレビ録

画は、ソニー独自のTVチューナー内蔵MPEG2

リアルタイムエンコーダーボードによるハードウェア

処理で行います。DVDやデジタル衛星放送でも

採用されているMPEG2方式での録画を専用の

ハードウェアで行うため、CPUへの負担を抑えな

がら、安定した高画質録画・再生が可能です。さ

らに高画質回路の搭載や、画面のザラつきを低

減する3次元DNR（デジタルノイズリダクション）の

採用により、優れた録画画質を実現します。

■地上波のほか、アナログ入力などからの映像

も録画可能：バイオ本体にTVアンテナを接続し、

「Giga Pocket」で住んでいる地域を指定する

だけで、バイオでテレビ録画・再生機能を楽しめ

ます。チャンネルは、地上波／CATVのほか＊、ビ

デオ入力端子（前面／背面）からのアナログ映像

も録画可能です。さらに、PCV-RX71K・RX61Kシ

リーズでは、i.LINK端子につないだDV機器の映

像も録画できます。

■鮮明な画質で、大画面テレビに映して楽しめ

る：本体背面のビデオ出力端子を使用して家庭

のテレビに接続可能。ディスプレイへの出力とは

異なり、純粋なビデオ信号だけが出力されるので、

大画面テレビでも高画質で楽しめます。
＊CATVの受信はサービス（放送）の行われている地域のみ可能です。CATV
を受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。
さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル
が必要です。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください。
※BS放送は本機の内蔵チューナーでは受信できません。
※ハードディスクに負荷を与えるような大きなファイルを扱う操作を行った場合は、
録画が途切れることがあります。
※アナログ入力における注意事項：以下のような同期信号が乱れた映像を入力
した際に、映像が途切れたり、取り込みに失敗することがあります。
・ノイズの多い映像や乱れた映像を入力したとき
・ビデオテープのつなぎ録りをした部分の再生映像を入力したとき
・ビデオカメラレコーダーの録画時に振動や揺れを加えて撮ったビデオテープの
再生映像を入力したとき
・何らかの原因で入力映像の同期信号が乱れたとき
※著作権保護のための信号が記録されているソフトおよび放送は録画できません。

TVチューナー内蔵

MPEG2リアルタイムエンコーダー

MPEG2のきれいな画質で、最長約40時間※もの長時間録画が可能。

録画モード／

録画時間表
MPEG2・高画質�

MPEG2・標準�

MPEG1（ビデオCD相当）＊�

8Mbps�

4Mbps�

1.41Mbps

720×480�

720×480�

352×240

約60MB�

約30MB�

約10MB

約17分�

約34分�

約94分�

約20時間15分�

約40時間�

約109時間�

録画モード� 転送レート� 解像度� 最長収録時間�1分間録画の�
必要容量�

1GBあたりの�
収録時間�PCV-RX71K

約15時間15分�

約30時間�

約82時間�

PCV-RX61K

約9時間40分�

約19時間�

約52時間�

PCV-RX51

＊PCV-RX71K・RX61Kシリーズでは、ビデオCDの再生はできません。※記録可能
なMPEG映像ファイルの容量は、映像の内容によって多少前後することがあります。

TV／録画デッキ

時間表示 再生デッキ

フィルムロール機能

7:00から始まるスポーツ中継を予約録画。�

8:00に帰宅。最初から再生。�
飛ばし見して短時間で視聴できます。�

時間の経過�7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

受光
ユニット

「Giga Pocket」用
リモコン

※受光ユニットは本体の
U S B 端 子に接 続し
ます。受光ユニットは付
属のリモコン専用です。

※オンスクリーン表示は、コンピューターディスプレイ側に表示されます。
ビデオ出力されたテレビなどには表示されません。

※写真上部の基板はDV←→アナログ変換ハードウェアです。PCV-RX51シリー
ズには装備いたしません。

※PCV-RX71Kシリーズ、MPEG2･標準モード時。
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iモードやインターネットで番組予約がもっと快適に。番組管理もスマート。「Giga Pocket」のテレビ生活は、ここまでできる。
インターネットで番組を探してその場で予約。iモード端末を使えば外出先からも録画予約ができる。

テープの差し替えや巻き戻し不要で、ハードディスクに長時間録画できるので、見たい番組はどんどん予約設定して録
と

れる。

録画した番組は、好みのジャンル別に整理したり、有効期限を設定して最新のものだけ保存。

「Giga Pocket」なら、録画予約や番組管理も新しいスタイルになります。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。 ※写真はPCV-RX71KL5です。画面はハメコミ合成です。

バ

イ

オ

で

テ

レ

ビ

生

活

「DVgate」と「Giga Pocket」
でファイルが交換できる。

「DVgate」で使用するAVI（DV）ファイルと、

「Giga Pocket」で使用するMPEG1・

MPEG2ファイルには互換性はありません

が、それぞれのフォーマット変換機能を使用

することで、お互いのファイルを読み込むこ

とが可能です。AVI（DV）→MPEG1・

MPEG2変換は「DVgate Assemble」で、

MPEG2→AVI（DV）変換は「Giga Pocket」

の「ビデオエクスプローラ」にある「ビデオカ

プセルの書き出し」機能を使用します。

※MPEG1形式の映像を、AVI（DV）形式やMPEG2形式に
変換することはできません。

■テープに保存する、ディスクに保存する：残して

おきたい番組は、アナログビデオ出力やi.LINK

端子＊を使って、ビデオデッキに保存できます。ま

た、「ビデオカプセルの書き出し」機能を使って、録

画した番組をMPEG形式やAVI（DV）形式の動

画ファイルとして出力することもできます。書き出し

た映像データは、CD-Rやi.LINKハードディスク

（10ページ参照）に記録することもできます。

＊PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ。「DV←→アナログ変換機能」（7ページ
参照）を使用します。

■テープに録画した番組もそのまま管理：テープや

ディスクに出力した番組は、管理情報だけを残して

引き続きバイオで管理できます。ソニー独自の２次元

バーコード「サイバーコード」を使えば、テープ探しや

テープの内容表示もスムーズです。

さらに楽しみが広がる、多彩な出力スタイル。

■「Giga Pocket」のテレビ生活をわかりやすく

紹介：VAIOホームページ内の「ENJOY VAIO」

では、「Giga Pocket」で広がる新しいテレビ生

活のスタイルや、便利な使い方などをくわしく紹介

しています。

Giga Pocketではじまる、新しいテレビライフ
http://www.vaio.sony.co.jp/Gigapocket/

「Giga Pocket」の楽しみ方をガイド。

■録画した番組は好みのジャンルで管理：録画

したテレビ番組や予約設定の状態は「ビデオエ

クスプローラ」で確認が可能。番組の情報と映像

データをまとめた「ビデオカプセル」は、キャビネッ

ト機能を使用してジャンル別に整理できます。ま

た、番組のアイコンをクリックするだけの操作でサ

ムネイル（縮小画像）画像と番組情報を表示。番

組の内容がひとめでわかり、見たい番組をすばや

く探せます。

■カレンダー表示やリスト検索も可能：「ビデオエ

クスプローラ」は、アイコン表示のほか、カレンダー

表示やリスト表示で見ることもできます。日付ごと

に録画番組をチェックしたり、番組名やキーワード

による検索も可能です。

見たい番組をすぐに探せる。内容確認もスムーズな、かしこい番組管理。

ンロード。キー入力なしでスピーディーな予約が

行えます。
＊1：「iEPG」はソニーが提唱するインターネットでのテレビ番組録画予約方式
の名称です。
＊2：地域、放送局、番組によっては番組予約機能がご利用いただけない場合
もあります。

■「iEPG対応番組表」＊1を使って、手軽に録画

予約：インターネット上のiEPG番組情報サイトで

番組を選択し、「予約ボタン」＊2などをクリックす

るだけで、録画予約に必要な情報を自動でダウ

インターネットで番組を探す。録画したい番組はその場で予約。

ギガ ポケット

DVgate Assemble

DVgate �
Assemble

ビデオエクスプローラ�

ビデオ�
エクスプローラ�

AVI（DV）�
ファイル�

MPEG1�
ファイル�

MPEG2�
ファイル�
（8Mbps/�
4Mbps）�

■現在サービス中のiEPG番組情報サイト

「インターネットTVガイド」http://www.tvguide.or.jp/

「ON TV JAPAN」http://www.ontvjapan.com/

「テレビ王国 」http://www.so-net.ne.jp/tv/

※画面は「インターネットTVガイド」です。

■iモード対応端末を使って外出先でも録画予

約が可能：iモード対応端末を使えば、iモード対

応のテレビ番組情報サービス「テレビ王国」にア

クセスして、外出先からでも録画予約をすることが

できます。予約情報は定期的にバイオに取り込ま

れ、バイオ側で録画予約が完了するとそのことを

報告するメールが自動的に返信されます。

※インターネット常時接続の環境ではない場合は、定期的なダイヤルアップ接続
の設定が必要です。
※詳細は「テレビ王国」ホームページをご参照ください。
※「テレビ王国」は、ソニーコミュニケーションネットワーク（株）が運営するテレビ番
組情報サービスです。

■「PicoPlayer」をインストールしたバイオから予

約可能：「PicoPlayer」をインストールしたバイオ

ノートなどでも、家庭内ネットワークを経由して録画

予約の設定が行えます。外出先でiEPG番組情報

サイトにアクセスして録画したい番組を選択してお

き、帰宅後に「Giga Pocket」へ一括転送することも

可能です。※「PicoPlayer」については、16ページをご覧ください。

■タイマー予約やスタンバイ状態での待機も可

能：録画予約をしたら、バイオをスタンバイ状態に

して待機させることも可能＊1。録画時間にバイオ

が自動で録画を行います。また、時報に合わせて

内蔵時計を自動修正するジャストクロック機能＊2

により、タイマー録画もより正確に行えます。
＊1：「休止状態」での待機も可能です。ただし、「休止状態」からリモコンを使
って復帰することはできません。
＊2：NHK教育放送の正午の時報を基準に、パソコン本体の時刻を自動的に
修正します。ただし、正午に本体が通常状態／スタンバイ状態で、「Giga Pocket」
を使用していないことが必要です。

■繰り返し予約も手軽に設定できる：通常の録画

予約は、「予約ウィザード」で手軽に行えます。毎日、

毎週、または特定の曜日の同じ番組は「定期的な

予約」設定で繰り返し予約録画にも対応。また、予

約時に「有効期限設定」

を設定することで、常に

最新の放送分のみを保

存しておくこともできます。

繰り返し予約や多彩な録画予約で、見たい番組を逃さず予約できる。

iモード対応端末

iモード端末から
「テレビ王国」に
アクセスし、番組予約。

予約情報を定期的に
取り込み。

カレンダー表示

アイコン表示

予約待機中 録画中 再生中 録画済み

録画済み
（未再生）

消去禁止 有効期限付き 映像データ
消去済み

iモード版「テレビ王国」
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「PicoPlaye
ピコプレーヤー

r」で、バイオノートから「Giga Pocket」を操る。

ネットワークで映像をやりとりする新しい楽しみが始まります。

バイオノートに取り込んで映像を持ち運ぶ。ディスクに記録して手軽にみんなに見てもらう。

ネットワークで、ディスクで、ビジュアルエンターテインメントがさらに広がります。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。

バ

イ

オ

で

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク
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※写真はPCV-RX71KL5です。画面はハメコミ合成です。
※写真のバイオノートSR PCG-SR1G／BP、ワイヤレスLANスターターキットPCWA-A100Cは別売です。

ネットワークで映像を楽しむ。バイオが、ビデオサーバーになる。

■MPEG2の高画質で映像をCD-Rに書き出す：

「ビデオエクスプローラ」の「ビデオカプセルの書き

出し」機能では、オリジナルのビデオ作品＊1や録画

したテレビ番組と同時に、MPEG2映像の再生に

対応した「PicoPlayer（オフライン版）」＊2も一緒に

CD-Rに書き出せます。これにより、他のバイオでも

MPEG2の高画質映像をフィルムロール付きで手

軽に再生可能です。

＊1：ビデオ作品を「ビデオカプセル」として取り込む方法は、14ページ下の囲
みを参照してください。
＊2：CD-Rへの書き出し時に添付される「PicoPlayer（オフライン版）」は、CD-
R上にある「ビデオカプセル」の再生のみ対応します。

※CD-Rメディアに保存する場合は、DirectCDでフォーマットされたCD-Rをお
使いください。CD-Rからの再生にはクローズ処理が必要です。また、CD-RW
メディアは転送速度の関係でスムーズに再生できない場合があります。
※「Giga Pocket」を搭載していないパソコンでは、CPUの処理能力やCD-
ROMの転送速度によって、MPEG2の映像が滑らかに再生できないことがあ
ります。

ビデオ作品やテレビ番組をCD-Rに記録して、映像を手軽に持ち運ぶ。

録画したテレビ番組をバイオノートから操作して楽しめる。バイオの楽しみを広げる映像ネットワーク。

■ネットワークを使用して、バイオノートでもテレビ

番組の再生が楽しめる「P i c oP l a y e r」：

「PicoPlayer」は、バイオノートなど Giga Pocket

を搭載しないバイオ＊1でもビデオカプセルが再生

できるソフトウェア。「Giga Pocketサーバー」機能

との連携により、バイオRXで録画した「ビデオカ

プセル」をワイヤレスLANやi.LINKなどの家庭内

ネットワークを通じて他のバイオで再生することが

可能です。「ビデオカプセル」はストリーム再生＊2さ

れるので、受信側のハードディスク容量を気にせず

にビデオの再生が楽しめます。

※「Giga Pocketサーバー」機能を利用するには、あらかじめ受信側のバイオに
「PicoPlayer」をインストールし、ネットワークの設定をしておくことが必要になります。
※ネットワークの状態・条件によっては、「ビデオカプセル」が滑らかに再生できない
場合があります。
＊1：2000年9月以降に発売の「バイオ」（PCG-F79／BPK・F70／BPを除く）に
は、あらかじめ「PicoPlayer」がプリインストールされています。その他のバイオには、
バイオRXに搭載されるインストーラーを使用して他のバイオにインストールすることが
可能です。なお、これらの「PicoPlayer」は、MPEG1映像のみ再生可能です。
ただし、「Giga Pocket」または一部のDVD-ROMドライブ搭載バイオにプリインス
トールされている「PicoPlayer」は、MPEG2映像の再生にも対応しています。詳し
くは、各バイオのカタログをご確認ください。
＊2：データを一括送信してから再生するのではなく、少しずつ転送しながら再生
を行います。
※「PicoPlayer」の動作環境：Windows® 98 Second Edition、Windows®

Millennium Edition、およびWindows® 2000 Professionalを搭載したバイオを推
奨。その他のPC／AT互換機では、DirectX 6.0以上およびWindows® Media
Player6.4以上が必要です。

■「ビデオカプセル」をバイオノートに取り込めば、

外出先でも映像を楽しめる：「PicoPlayer」の

「転送」機能を使えば、「ビデオカプセル」を受信

側のバイオのハードディスクに取り込むことができ

ます＊1。バイオノートなどに録画した番組や自分

のビデオ作品を書き出して、外出先で手軽に映

像を楽しめます。

MPEG2の再生に対応した「PicoPlayerPremium」。

ネットワークを使用して、またはハードディスク
上でのMP E G 2 映像の再生に対応した
「PicoPlayer Premium」を、ご登録カスタマー
の方に有料にてご提供いたします。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。

※ワイヤレスLAN（PCWA-C100、PCWA-A100C）では、転送速度の
関係上、MPEG2映像は滑らかに再生できません。

MPEG2・高画質�録画モード�

録画可能時間� 約10分� 約20分� 約1時間5分�

MPEG1�
（ビデオCD相当）�MPEG2・標準�

■テレビ番組をビデオクリップ感覚で楽しめる

「プレイリストビルダー」：「プレイリストビルダー」

は、録画した「ビデオカプセル」の好きなシーンを

指定して、順番通りに連続再生が楽しめるソフト

ウェア。作成したプレイリストを保存しておけば、

いつでもクリップした映像を再生できます。再生

した映像をビデオデッキなどで録画して映像コレ

クションを楽しんだり、好みのシーンを抜き出して、

別のビデオカプセルを作成する＊ことも可能です。

＊シーンの切り出しのみ。
シーンの結合はできません。

好きなシーンを集めて楽しむ。バイオならではの映像コレクション。

素材リスト

プレイリスト

フィルムロール

i.LINKによるネットワーク接続

CD-Rイーサネット100BASE TX／10BASE T

ワイヤレスLAN

別売ワイヤレスLAN スターター

キットで、PCカードスロットのある

バイオとワイヤレス接続

バイオ間の高速データ通信
詳しくは、23ページをご覧ください。

■メニュー付きのMPEG 映像集が作れる

「DVDit! LE」（PCVｰ RX71K･RX61Kシリーズの

み）：「DVDit! LE」は、DVDビデオと同じメニュー

付き映像集をCD-Rで作成できるMPEGオーサリ

ングソフト。複数のMPEG映像ファイルを集めたビ

デオクリップ作りが手軽に楽しめます。

※作成したディスクは、「Media Bar」のDVD Player Ver.3.1以降が付属のバイオ
での再生を確認しています。
※「DVDit! LE」を使ってCD-Rディスクで作成したディスクを再生するには、CD-
Rディスクが読み取り可能なDVD-ROMドライブを内蔵し、DVDビデオ再生機能
を持つパソコンが必要です。家庭用DVDプレーヤーや「プレイステーション2」など
では再生できません。



■DVDビデオを高画質・高音質で再生する：バ

イオRXシリーズは、全モデルにDVD-ROMドライ

ブを搭載。最大16倍速（CD-ROMでは最大40

倍速）のDVD-ROMドライブにより、DVDビデオ

を高画質・高音質で再生して楽しめます。

■ヘッドホンでサラウンドが楽しめる、ドルビー＊1

ヘッドホン機能：DVDビデオの大きな魅力である

サラウンド音声をヘッドホンで楽しめる「ドルビーヘ

ッドホン」機能を新たに装備。前後左右に広がる

5.1チャンネルのドルビーデジタル音声をバーチャ

ルに再現します。本体背面のスピーカー／ヘッド

ホン端子＊2にお手持ちのステレオヘッドホンをつな

いで、臨場感豊かなサウンドが楽しめます。

＊1：ドルビー、DOLBYおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
＊2：PCVA-15XD2、HMD-A200（L）付属モデルでは、付属スピーカーとの併
用はできません。ヘッドホンを使用する時は、スピーカー用のケーブルと差し替え
て接続します。HMD-H200（V）付属モデルではディスプレイ前面のヘッドホン端
子が使用できます。

■テレビの大画面で再生して楽しめる：DVDビデ

オの映像は、バイオのモニターでの表示（標準／全

画面）だけでなく、本体背面にあるアナログビデオ

出力端子からビデオ出力できます＊。モニター出力

を変換した映像出力とは異なり、純粋なビデオ信

号を出力するため、DVDビデオならではの高画質

を損なうことなく大画面で楽しめます。
＊DVDビデオ再生の場合、モニターとテレビの同時表示はできません。

■リモコンで離れた場所から手軽に操作：DVD

ビデオの再生は「Media Bar」を使って行いま

す。再生などの操作はマウスでの操作のほか、付

属の「Giga Pocket」用リモコンを使って行えるの

で、テレビの大

画面に接続し

て、手元から

快適に操作で

きます。

※本機では、地域番号
（リージョナルコード）と
して「2」（日本）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。

※ビデオ出力端子か
らの映像は、一般の
DVDビデオプレーヤ
ーの出力映像とは画
質の傾向に違いがある場合があります。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。

※サンプリングレート20または24ビットの高音質で録音されたDVDの中には再
生時にノイズが出るなど、再生に不具合のあるものが確認されています。

※本機にオーディオ機器を接続してお聴きになる場合には、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。

※本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生（デコード）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途切れたり、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。
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DVDビデオも高画質。バイオでデスクトップがシアターになる。
ドルビーヘッドホンでサラウンド再生。デスクトップがシアターに変わる。

リモコンを使って、DVDビデオの多彩な機能を快適に操作する。

家庭のテレビと接続して大画面で映画やミュージックビデオを見る。

バイオなら、DVDビデオ再生も高画質・高音質で楽しめます。

音楽を楽しむ。情報を集める。バイオならではの音楽コレクション。

「OpenMG
オープンエムジー

Jukebox
ジュークボックス

」でインターネットで音楽を購入する。音楽を手軽に持ち運ぶ。

「Medi
メディア

a Bar
バー

」で音楽ソフトや各種AVファイルをまとめてコレクション。

音楽の情報をインターネットで手に入れ、MDデッキを使って手軽にオリジナルMDを作る。

バイオなら、音楽を楽しむスタイルも新しい。

■ジュークボックス感覚で音楽をコレクションする

「OpenMG Jukebox Ver.2.0 for VAIO」：

「OpenMG Jukebox」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の録音や、インターネット上の音

楽配信サービスの利用、「バイオミュージッククリップ」

などの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CDを録音して、自在に管理・再生：

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。面倒な曲名

データ入力も、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自動登録できます（下記

参照）。ハードディスクに集めた音楽は、好きなジャ

ンルに分けてツリー状にわかりやすく管理し、ジュー

クボックス感覚で自在に再生。さらに、MP3や

WAVE、WMA（Windows MediaTM Audio）など

のサウンドファイルの管理も可能です。
＊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）。

■最新の音楽はインターネットで購入：ソニーの

開発した音楽著作権保護技術「OpenMG」に対

応しているため、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。新たにインター

ネットの閲覧機能を装備し、直接音楽配信サイト

を開いて、手軽に音楽を購入して楽しめます。
［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/

「OpenMG Jukebox Ver.2.0J for VAIO」ご利用上の注意
「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、別のフォルダーやドライブ、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
JukeboxVer.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 licence by Aris/Solana/4C.
●OpenMGおよび はソニー株式会社の商標です。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載（PCV-RX51シリーズ）。 ※写真はPCV-RX71KL5です。画面の曲名は架空のものです。
画面はハメコミ合成です。※写真のテレビKV-32DRX7は別売です。
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バイオRXシリーズ�

CD

Internet ダウンロード�

お持ちのCDを�
録音�

USB接続�

バイオ ミュージッククリップ�

ヘッドホンでサラウンド。リモコンで手軽に操作。DVDビデオを存分に楽しめる。 音楽を新スタイルで快適に楽しめる「OpenMG Jukebox for VAIO」。

パソコン対応MDデッキと連携し、
手軽にMD編集＊。

バイオと、パソコン対応ミニディスクデッキ

MDS-PC3をUSB接続することにより、さま

ざまなMD編集がバイオ上で行えます。曲

順の入れ替えや消去などはもちろん、キーボ

ードを使ったタイトル入力もOK。また、バイ

オを利用して音楽CDや

音楽ファイルのMD録音

も可能です。

パソコン対応ミニディスクデッキ
MDS-PC3 希望小売価格49,000円（税別）

＊MD編集を行うには、MDS-PC3に付属のオペレーションソフ
ト〔M-crew〕をバイオにインストールすることが必要です。
※本カタログに掲載のバイオと接続して使用するには、付属の
「PCリンクキット」のアップグレードが必要です。詳しくは、ソニー
ホームページ上の「Music Network」サイト（http://www.
sony.co.jp/PJ-MNet/）ご覧ください。

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（囲み記事参照）。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。

音楽CDや各種AVファイルを管理・再生できる、「Media Bar」。

ハードディスクにあらかじめ、国内発売の邦楽・洋

楽約75,000枚の音楽CDの曲名データを収録。

「Media Bar」や「OpenMG Jukubox」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

データ検索することも

可能です。

＊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
共同開発により運営されています。

＊ 2：「 CDNOW JAPAN」：
http://www.cdnow.co.jp/

音楽CDの曲名データをスピーディに登録。

DVD操作用
ボタン

DVDメニュー
操作用
選択・決定
カーソルキー

付属リモコン



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。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」（27ページ参照）をはじめ、「So-net」「ODN」

「ぷらら」「@nifty」「AOL」「DION」「ZERO」＊1

「BIGLOBE」「DTI」＊2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。また、本機より

「ODN」に入会するとインターネット接続料金１ヶ月

無料＊3の特典があります。
＊1：PCX-RX51シリーズのみ。＊2：PCX-RX71K・RX61Kシリーズのみ。
＊3：アクセスポイントに接続するための通信料金は別途必要です。
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画像管理や加工、ピクチャーメール、インターネットまで手軽に楽しめる。充実の付属ソフトウェア。
デジタルハンディカムやサイバーショットで撮影した画像を管理。

フォトシェアリングサイト「イメージステーション」上で画像を公開したり、友人と交換する。

インターネットもすぐに楽しめるから、ビジュアルコミュニケーションの輪が広がる。

作る・送る・見せる。バイオなら、画像の楽しみも思う存分味わえます。

「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

ズームで確認することが可能。画像をテーマごと

に分類できるコレクション機能、多彩な条件で探

せる画像検索機能を備え、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ます。

HTMLアルバム機能では、新たにiモード＊1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＊2を

作成することもできます。また、「イメージステー

ション」（11ページ参照）に複数の画像をそのま

まアップロードすることができるので、画像コレク

ションを手軽に公開することができます。

＊1：「iモード」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
＊2：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
94x72ピクセル以下、容量は約4300バイトに処理されます。

静止画や動画を形式変換＊して、ソニーPDA「クリエ」

に表示。見せたいデータを手軽に持ち運べます。

ソ

フ

ト

ウ

ェ

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

PCV-RX51シリーズには、Windows® 98の親し

みやすいインターフェースに加え、デジタルメディ

アを手軽に利用できる環境が整ったOSである

「Microsoft® Windows® Millennium Edition」

を搭載しています。

＊静止画は「PictureGear Pocket」
形式、動画は「gMedia」形式に変換し
ます。

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

■ 付属ソフトウェア一覧 ●これらソフトウェアには、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種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。

●アドビシステムズ社製のソフトウェアは、アドビシステムズ（株）により90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は同社による有償サポートメニューが用意されています。

＊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。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のインストールについて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200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、PCV-RX51シリーズの場合、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。

● Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook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。● DVDit!は米国Sonic Solutions社の米国およびその他の国における商標です。● Adobe、Adobe Photoshop、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。●DigiOn、DigiOnSoundは、株式会社デジオンの商標です。●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。Easy CD Creator、DirectCDはAdaptec, Inc.の商標です。●「iモード」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●テレビ王国、iRCommandar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。●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、米国または諸各国において、米国RealNetworks, Inc社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。● PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴは
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標または登録商標です。●Copyright©1991-2000 QUALCOMM, Incorporated. Copyright©1991-2000 株式会社クニリサーチインターナショナル● 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。●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。●「できる」は株式会社
インプレスの登録商標です。● 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、Rマークは明記しておりません。 ※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。

カテゴリー ソフトウェア カテゴリー ソフトウェア

静止画や動画を一括管理。ホームページ作りも手軽に楽しめる「PictureGear」。 画像データをユニークな表示で確認できる「VisualFlow」。

「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ェア。取り込んだ動画

や静止画は、画面のメールボタンをクリックするだ

けで電子メールソフトに自動で添付＊3されます。さ

らに、「イメージステーション」に直接アップロードも

可能。ビジュアル・コミュニケーションの世界がさら

に広がります。

＊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（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®

9 8、W i n d o w s ®

M i l l e n n i u m
Edition、Windows®

2 0 0 0 搭載などの
MPEG1を再生でき
る環境が必要です。

手軽に映像を取り込んで、電子メールをもっと楽しくする「Smart Capture」。

デジタルマップを活用できる情報ナビゲーター「Navin’You」。

「VisualFlow（ビジュアルフロー）」は、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。フォルダー内の静止

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できます。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。

＊メモリースティックの使
用には、別売のMSAC-
PC2Nなどが必要です。

お絵かき感覚で画像に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ける、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め

ます。画像はワンタッチでメールに添付できるの

で、メール交換がもっと楽しくなります。

「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。また、ゼンリ

ンのNavin’You専用マップサンプル版（東京23

区／名古屋市／大阪市）を付属。立体的な3D

表示や、フルカラースカイビューなどが可能です。
※画面はゼンリンの「Navin’You専用マップサンプル版」です。
※付属するサンプルは、東京23区、名古屋市内、大阪市内です。

■「ナビン・ユー」アップグレードサービス
「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/

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

「バイオ」の性能を最大限に引き出す
「Microsoft® Windows® 2000 Professional」。

PCV-RX71K・RX61Kシリーズには、業務用として

開発されたWindows NTの高いパフォーマンス、

高い信頼性と、家庭用として開発されたWindows®

98の使いやすさを統合した上位OS「Microsoft®

Windows® 2000 Professional」を搭載。マルチ

タスク設計と高度なメモリーマネージメント能力によ

り安定動作を実現し、「システムリソース」の制約も

解消するなど、ハードウェアの性能をより高く引き出

します。また、高速なデータ処理能力により、デジタ

ルビデオ編集などの高度なマルチメディア処理に

充分な性能を発揮します。

静止画をさまざまに加工できるフォトレタッチソフト。

画質の調整・合成、フィルター機能による特殊効

果の演出など、多彩な画像加工が楽しめます。ま

た、付属のテンプレートを使い、ポストカード、カレン

ダーなども作成できます。
※アドビシステムズ（株）による、初回コールより90日間の無料サポートがご利用

いただけます。以後は
同社による有料サポー
トメニューが用意され
ています。
※PCV-RX71Kシリー
ズでは、「A d o b e ®

Photoshop® 5.0 LE」
をプリインストールして
います。

手軽に多彩な効果が楽しめる「Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー4.0」。

インターネットの楽しみを広げる豊富なオンラインアクセスソフト。

（PCV-RX61K・RX51シリーズ）

OS OS Microsoft®Windows® 2000 Professional（Service Pack1対応）

（PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ）＊1

Microsoft®Windows®Millennium Edition

（PCV-RX51シリーズのみ）＊1

クリエーション DV動画／静止画入出力／簡易編集 DVgate Ver.2.2＊2

•DV動画入出力／DVテープインデックススキャン •DVgate Motion

•DV動画ファイルクリッピング／ •DVgate Assemble

DV動画ファイル連結・MPEG1／MPEG2変換

DV静止画キャプチャー •DVgate Still

動画編集・加工 MovieShaker Ver.2.0＊2

Adobe® Premiere® 5.1日本語版（PCV-RX71Kシリーズのみ）

Adobe® Premiere® 5.1 LE日本語版（PCV-RX61Kシリーズのみ）

Microsoft®Windows®ムービーメーカー（PCV-RX51シリーズのみ）

Premiereエフェクトプラグイン SoftSPARKLE®サンプル版（PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ）

サウンド編集 DigiOnSoundTM Light（PCV-RX71Kシリーズのみ）

MPEGオーサリングソフト DVDit!  LE（PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ）

CD-R／RWパケットライトソフトウェア DirectCDTM Ver.3.0

CD-R／RWライティングソフトウェア Easy CD CreatorTM 4 Standard

画像ファイルマネジメント PictureGear Ver.5.0

静止画作成・加工（ペイント） PictureToy

静止画作成・加工（フォトレタッチ） Adobe® Photoshop®5.0 LE（PCV-RX71Kシリーズのみ）

Adobe® PhotoDeluxe® forファミリー4.0 

（PCV-RX61K・RX51シリーズのみ）

オーディオ MPEG録画／管理／再生統合ソフト Giga Pocket Ver.4.0

&ビジュアル Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー PicoPlayer Ver.4.0

GigaPocket  iモード予約 iRCommander

AV管理／再生統合ソフト Media Bar Ver.3.2

Windows MediaTM Player 7

SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理／再生ソフト OpenMG Jukebox Ver.2.0J for VAIO

AV再生プラグイン Beatnik Player Ver.2.0

ムービープレーヤー QuickTime 4.1

ストリームプレーヤー RealPlayer 8 Basic

エンターテインメント OpenMG対応自動演奏ソフト MusicShaker Ver.1.2

コミュニケーション ビジュアルコミュニケーション Smart Capture Ver.4.1＊2

i.LINKネットワーク（ドライバー） Smart Connect Ver.3.0（PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ）

ネットワークモニター Smart Connect モニターVer.1.1（PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ）

電子メール Microsoft® Outlook Express 5.5

Eudora（4.3-J）

PostPet for Windows

インターネットブラウザー Microsoft® Internet Explorer 5.5

サービスプロバイダー バイオネットワークサービスオンラインサインアップ

So-net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（PCV-RX51シリーズのみ）

BIGLOBEサインアップナビ

DreamStart

（DTIオンラインサインアップ、PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ）

リファレンスツール 地図ビューワー Navin’You Ver.5.0

サンプル地図データ Navin’You専用マップサンプル版（東京23区・名古屋市・大阪市）

電車交通案内 ハイパーダイヤ

クイック辞書ビューワー Roboword® Ver.5.0 for VAIO 

PDFビューワー Adobe® Acrobat® Reader 4.0J

郵便番号検索（7桁対応） 郵便番号検索ツール

ユーティリティー アプリケーション等起動設定 VAIO Action Setup Ver.1.3

メディアブラウザー VisualFlow Ver.2.0

ユーティリティー システム情報

ウィルスチェッカー VirusScan

カスタマーサポート カスタマーサポートツール CyberSupport Ver.2.5 for VAIO

その他 VAIOオリジナル壁紙 VAIO壁紙

オンラインカスタマー登録 VAIO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 UI Design Selector



ブルテレビなどのネットワーク接続がハードウェア

の追加をすることなく行えます。

■DV機器やバイオがつながるi.LINK端子：DV

機器やバイオ同士を接続して高速でデータ転送が

行えるi.LINK（IEEE1394）端子を搭載。本体前

面にはS400対応の4ピン端子を１個、背面には

S400対応の6ピン端子を1個装備しています。
※i.LINKケーブル（4ピン←→4ピン、1.5m）が付属しています。
※i.LINKはすべての機器間で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。

■i.LINKによるネットワーク接続：PCV-RX71K・

RX61Kシリーズにおいては「Smart Connect

Ver.3.0」、PCV-RX51シリーズにおいてはOS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。
※ PCV-RX71K・RX61Kシリーズで、「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。
※PCV-RX51シリーズで、「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」を使用中には、ネットワーク接
続は利用できません。

■手軽に機能の拡張が行えるPCカードスロット

など、多彩なインターフェースを装備：本体前面に

PCカードスロット（TYPE II）を装備。ノートパソコン

用に豊富に市販されているPCカードを使って手軽

に機能の追加が行えます。サイバーショットやデジ

タルハンディカムの「メモリースティック」に記録した

静止画データも、「メモリースティック」用アダプター

（26ページ参照）を使ってバイオに取り込めます。

また、「バイオギア」などの周辺機器をホットプラグ

で手軽に接続できるUSB端子を前面に2個、背

面に2個装備しています。

■直接ソフトウェアの起動ができるショートカット

キー搭載キーボード：キーボードには、「Giga

Pocket」や「DVgate」などのソフトウェアを直接

起動できるショートカットキーを採用しました。

「VAIO Action Setup Ver.1.3」により、お好み

のアプリケーションを設定することも可能です。

■デジタルディスプレイ インターフェース（DVIコ

ネクター）を装備（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）：

DVI端子を装備したデジタルディスプレイPCVA-

15XD2との接続が可能。フルデジタル接続によ

り、クリアな画質を実現します。

※VGAタイプのディスプレイと同時に
接続して、2台のディスプレイで画像を
表示することはできません。

■毎日使うことを考えた省電力設計：徹底した省

電力設計を行い、5W以下という低消費電力での

スタンバイを実現しました。OSの「休止状態」にも

対応しています。

■クリアーな中音域を再現する音質重視設計。ス

リムデザイン採用の付属スピーカー：PCV -

RX71KL5・RX61KL5・RX51V7には、横幅を抑え

たスリムなデザインを採用した付属スピーカー、

PCVA-SP1を付属。新開発のパルプコーン製ドライ

バーと3W＋3Wの（EIAJ）の内蔵アンプにより、クリ

アーな中音域を再現します。

PCVA-SP1
PCV-RX71KL5・RX61KL5・RX51V7付
属スピーカー

●最大出力：3W＋3W（EIAJ）●大きさ：
幅72×高さ160×奥行107mm ●質量：L
側約190g、R側約250g
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Pentium®4 1.50GHzのCPU、80GBの大容量ハードディスクドライブ＊など、バイオの世界を余裕で楽しめるハイスペック。
Pentium®4 1.50GHzの高速なCPU＊で、マルチメディアの楽しみがさらに快適になる。

80GBの大容量ハードディスク＊なら、テレビ番組もたっぷり録画できる。

多彩なインターフェースで、バイオの世界はさらに広がる。

バイオの幅広い楽しみのすべてを味わい尽くせるハイスペックを凝縮しました。

＊PCV-RX71Kシリーズ

■Pentium® 4 1.50GHz 、850チップセットを搭

載したハイスペックモデル（PCV-RX71Kシリーズ）：

PCV-RX71Kシリーズには、NetBurstアーキテクチ

ャーを採用した新CPU、Pentium® 4 1.50GHzを

搭載。これに合わせシステムバスクロック400MHz

の850チップセットやメインメモリーにPC800規格の

RDRAM（64MB×2枚）を搭載、従来の約3倍に

なる3.2GB／秒の高速転送により、高いパフォー

マンスを実現しました。Pentium® 4で新たに追加

されたストリーミングSIMD拡張命令2（SSE2）に

対応したソニー独自の「DV→MPEG2変換ソフト

ウエア」＊では、リアルタイムに迫る優れた変換速度

を実現します。また、ハードディスクには、Ultra ATA

100対応の80GBを内蔵します。

＊DV→MPEG2変換は「DVgate Assemble」で行うことができます。また、変換
速度は映像の内容によって異なる場合があります。

■Pentium®IIIプロセッサー搭載など、基本性能

を向上（PCV-RX61K･RX51シリーズ）：PCV-RX61Kシ

リーズにはPentium® IIIプロセッサー1B GHz＊、

PCV-RX51シリーズにはPentium® IIIプロセッサ

ー866MHzを搭載。815チップセット、128MBの

SDRAMを採用するなど、ハイスペックを実現。基

本性能を充実し、ビデオ編集やテレビ録画がより

快適に楽しめます。また、ハードディスクは、Ultra

ATA66対応の60GB（PCV-RX61Kシリーズ）、

40GB（PCV-RX51シリーズ）を内蔵。
＊1B GHzの「B」とはFSB133MHzに対応していることを表します。

■メンテナンス性を高めたシャーシを採用：マイクロ

タワー型のシャーシーは、本体前面の各種インター

フェースをパネル内に収納したスマートなデザインと

しています。また、PCIボードの増設やハードディス

クの増設に配慮した構造を採用したことで、高いメ

ンテナンス性を実現しています。

■静粛性、省電力に優れたファンコントロールを

採用：内部の温度に合わせてファンの回転数を制

御することにより、静粛性を高め、省電力化にも貢

献するファンコントロールを採用しました。

■高い描画性能を発揮するグラフィックアクセラレー

ターを採用（PCV-RX71K・RX61Kシリーズ）：AGP（4×）

接続の高速3DグラフィックアクセラレーターNVIDIA

GeForce2 MXにより、スピーディーかつスムーズな

表示が可能です。ビデオメモリーには、32MBの

SDRAM＊を装備しています。＊PCV-RX71Kシリーズのみ

■DVD-ROMドライブ、CD-RWドライブを搭載

したツインドライブ構成：バイオRXシリーズの全モ

デルに、DVD-ROMドライブと、CD-RWドライブ

を搭載したツインドライブ構成を採用しました。最

大16倍速（CD-ROMは最大40倍速）のDVD-

ROMドライブにより、DVDビデオの再生やDVD-

ROMの読み取りが可能です。CD-RWドライブ

は、読み出し最大 32倍速、書き込み12倍速

（CD-RWはそれぞれ最大20倍速／最大8倍速）

の新型ドライブを搭載しました。CD-R／RWディ

スクへのデータ書き込み＊には、アダプテック社の

パケットライトソフトウェア「DirectCDTM」、音楽用CD

やデータ用CD-ROMが制作できる「EasyCD

CreatorTM 4 Standard」を使用します。

＊「Giga Pocket」で録画した映像をCD-RWディスクに記録した場合、転送レート
の関係でスムーズに再生できない場合があります。CD-Rディスクの場合も、クロー
ズ処理を行うまでは再生が途切れる場合があります。
※CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-RW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ディスクの場合も、
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場合があります。
※DV動画ファイル（AVI形式）はCD-R／RWのいずれからも正しく再生できま
せん。これらの場合は、いったんハードディスクへ移動してから再生してください。
※PCV-RX71K・RX61KシリーズではビデオCDの再生はできません。
※CD-Rや音楽CDからのコピー作成およびその利用は、使用許諾条件または著
作権法に違反する場合があります。コピーの作成およびその利用にあたっては、
オリジナルCDの使用許諾条件や著作権法を遵守してください。
※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。

■手軽にネットワークへ接続できるネットワーク

コネクター搭載：100BASE-TX／10BASE-T対

応ネットワークコネクターを全モデルに採用。

Ethernet（イーサネット）によるネットワークやケー

ハ

ー

ド

ウ

ェ

ア

＆

デ

ィ

ス

プ

レ

イ

Page 23

※写真はPCV-RX71KL5です。画面はハメコミ合成です。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

キーワードは高画質。用途に合わせて選べる付属ディスプレイ。 PCV-RX71K・RX61K（本体単体モデル）推奨ディスプレイ

○高画質・高輝度・高コントラストのTFT液晶パネル採用。○DVI準拠のデジタルインターフェ
ースの採用により、本体とのフルデジタル接続が可能。クリアな画質を実現。○使う人の姿勢な
ど、使用状況に応じてより使いやすい状態に調節可能なダブルヒンジ型スタンドを採用。
［PCVA-15XD2の主な仕様］●液晶パネル：サイズ･･･15型、表示方式･･･アクティブマトリックス方式、応答時
間･･･40ミリ秒 ●最大解像度：XGA 1024×768 ●最大発色数･･･1677万色以上 ●最大画面輝度：200カンデ
ラ／m2 ●視野角：水平120度、垂直上55度、下45度 ●電源：AC100V･50／60Hz（ACアダプター付属）●消費
電力：通常時36W（最大）、サスペンド時3W以下、アクティブオフ時2W以下 ●外形寸法：幅380×高さ360×奥行
200mm ●質量：約5.5kg（ACアダプター含まず）●ブラグ&プレイ機能：DDC1／2B ●パワーセービング機能：国
際エネルギースタープログラム
※DVIコネクター（デジタルディスプレイ用出力端子）があるパソコン本体のみ接続が可能です。バイオでは付属する
モデルのみ動作を保証（2001年1月現在）。

デジタルインターフェース（DVI準拠）、高輝度パネル採用。
高精細な映像を実現するスリムな15型液晶ディスプレイ。

15型TFT液晶デジタルディスプレイPCVA-15XD2
PCV-RX71KL5・RX61KL5付属ディスプレイ

[ディスプレイについてのご注意]

●画面に白色のような明るい背景を映しているとき、細い水平な線が見えます。これはダンパーワイ
ヤーと呼ばれているもので、トリニトロン管内部のアパチャーグリルに取り付けられており、画面に影
響を与えるアパチャーグリルへの振動をおさえる働きをしています。モニターの故障ではありません。

●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。これらはディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

15型
TFT液晶

デジタル
インターフェース

ダブルヒンジ型
スタンド

○FDトリニトロン管搭載。フラットな画面に高画質を実現。○黒が引き締まったシャープな映像
を表示するハイコントラストARコーティング採用。○エルゴノミックアングル・デザイン。○TVチュ
ーナー、ビデオ入力端子内蔵。子画面でテレビ番組が見られるMiniTV機能を搭載。
［HMD-H200（V）の主な仕様］●CRTサイズ：17型FDトリニトロン、AGピッチ・・・0.24（中心）-0.25（周辺）mm、表面処
理・・・ハイコントラストARコーティング ●最大解像度：1280×1024（60Hz）●有効表示画面サイズ・・・幅312×高さ
234mm ●走査周波数：水平30-70kHz、垂直48-120Hz ●テレビチューナー受信チャンネル：VHF・・・1～12ch、
UHF・・・13～62ch、CATV・・・C13～C35 ●音声出力：1W+1W（最大）●入力端子：PC信号用ケーブル（VGAタイプD-
sub15ピン／本体直付け）×1、映像入力端子（ピンジャック／コンポジット）×1、音声入力（ピンジャック、ステレオ×1）×1、
アンテナ入力端子 ●出力端子：ヘッドホン×1●電源：AC100V・50／60Hz ●消費電力：通常時PCモード150W（最
大）／テレビモード100W（標準）、スタンバイ時約15W以下、サスペンド時約15W以下、アクティブオフ時約2W以下 ●外
形寸法：幅411.5×高さ390×奥行474mm（25 傾゚斜時）●質量：約22kg ●プラグ&プレイ機能：DDC1／2B ●パワーセ
ービング機能：国際エネルギースタープログラム ※本製品はHMD-H200と同仕様のバイオ付属専用品です。

エルゴノミックアングルの見やすい画面。
テレビも楽しめる平面ブラウン管ディスプレイ。

TVチューナー内蔵17型FDトリニトロンマルチスキャンディスプレイ

HMD-H200（V）
PCV-RX71KT7・RX61KT7・RX51T7付属ディスプレイ

17型FD
トリニトロン

TV
チューナー

ビデオ
入力端子

ステレオ
スピーカー

ハイコントラスト
ARコーティング

○FDトリニトロン管搭載、フラットな画面に高画質を実現。○シャープな映像を表示するハイコ
ントラストARコーティング採用。○楽な姿勢で操作できる、ローハイト・デザイン。○ディスプレイ
側面に2ポートずつ計4ポートのUSBハブを装備。
［HMD-A200（L）の主な仕様］●CRTサイズ：17型FDトリニトロン、AGピッチ･･･0.24（中心）-0.25（周辺）mm、表
面処理･･･ハイコントラストARコーティング ●最大解像度：1280×1024（60Hz）●有効表示画面サイズ：幅312×高
さ234mm ●走査周波数：水平30-70kHz、垂直48-120Hz ●電源：AC100V･50／60Hz ●消費電力：通常時約
115W以下、アクティブオフ時約5W以下 ●外形寸法：幅：460×高さ378×奥行441mm ●質量：約19kg ●プラ
グ&プレイ機能：DDC1／2B ●パワーセービング機能：国際エネルギースタープログラム ※本製品はHMD-A200
と同仕様のバイオ付属専用品です。

4ポートのUSBハブを装備した、
平面ブラウン管搭載の高画質17型ディスプレイ。

17型FDトリニトロンマルチスキャンディスプレイ

HMD-A200（L）
PCV-RX51V7付属ディスプレイ

17型FD
トリニトロン

ハイコントラスト
ARコーティング

※上記ディスプレイはいずれもバイオへの付属用で単品製品ではありません。

新FDトリニトロン管、新開発電子銃搭載。
USBハブも内蔵した19型ディスプレイ。
CPD-G420 オープン価格

○AGピッチ0.24ミリ（中心値）の新FDトリニトロン管とL-SAGIC＋
MALS＋EFEAL搭載の新開発電子銃採用。○ハイコントラスト
ARコーティングにより、豊かな色表現と締まった黒の表示が可能。
○4ポートのUSBハブを内蔵。

●消費電力：約130W（最大）●外形寸法：幅：451×高さ472×奥行
461mm●質量：約25kg

バイオRX

19型FD
トリニトロン

L-SAGIC+MALS+EFEAL搭載
新開発電子銃

ハイコントラスト
ARコーティング



VHF／UHFアンテナ端子

スピーカー／ヘッドホン出力
オーディオ入力／ビデオ入力

ネットワークコネクター

i.LINK（IEEE1394）端子

USBコネクター
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楽しみがさらに広がる、バイオRXの多彩なインターフェース。
i.LINK、USB、ネットワークコネクターなど、パソコンとして先進のインターフェースを装備。

ビデオデッキのように、アンテナやビデオ入出力端子を備え、

PCカードやモデム端子など、充実したインターフェースも用意しました。

さまざまな機器をつなぐほどに、バイオの世界はさらに広がります。

※写真はPCV-RX71KL5です。画面はハメコミ合成です。
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背面
（PCV-RX61K）
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6ピン�

ア　ン　テ　ナ�

オーディオ／ビデオ出力�

U  S  B

キーボード
（PS／2接続）

■ ショートカットボタン ■ スタンバイキー

「Giga Pocket」でテレビ録画・再生
をするための地上波放送（VHF／
UHF）用テレビアンテナ端子。

接続に必要なケーブル

接続する機器

付属

アンテナ接続ケーブル

（3.6m）

別売アンテナブースター（2分配機能付き）

BO-20A希望小売価格4,800円（税別）

地上波用
テレビアンテナ
（CATV含む）

アナログビデオデッキやHi8ビデオカ
メラの映像／音声信号を入力する端
子。「Giga Pocket」で内蔵チューナー
以外の映像を録画することができます。

接続に必要なケーブル

接続する機器

Hi8ビデオカメラ VHSビデオなど

パソコン用スピーカーやヘッドホンを
接続する音声出力端子（ステレオミ
ニプラグ）。DVDビデオ再生時の音
声はヘッドホンサラウンドに対応。

接続する機器

パソコン用スピーカー ヘッドホン

接続に必要なケーブル

別売USBケーブル

PCDA-UC18（1.8m）などを使用。

USBジョグコントローラーな

どの「バイオギア」や各種

USB機器。

100BASE-TX／10BASE-T対応ネ
ットワークコネクター。Ethernet（イー
サネット）を使用した各種ネットワーク
への接続のために使用します。

接続に必要なケーブル

接続する機器

別売ネットワークケーブル

100BASE-TX／10BASE-T対応

LANケーブル

ワイヤレスLAN アクセスポイント、
ISDNルーター、ネットワークハブ
など

デジタルハンディカムなどのDV機器や
i.LINKハードディスク、他のバイオなど
を接続します。ホットプラグ対応のほ
か、最大400Mbpsの高速なデータ転

送が可能。端子は4ピンと6ピンの２種類があります。

接続に必要なケーブル

接続する機器

別売i.LINKケーブル　VMC-IL4615A

（1.5m、4ピン←→6ピン）、VMC-IL6615A

（1.5m、6ピン←→6ピン）などを使用

デジタルハンディカムなど i.LINKハードディスクなど

テレビアンテナやビデオ機器をバイオに接続。

USBコネクター

i.LINK（IEEE1394）端子
S400（4ピン）

i.LINK（IEEE1394）端子
S400（6ピン）

オーディオ出力（ステレオミニプラグ）
ビデオ出力（ビデオ／Sビデオ共用）＊2

VHF／UHF（アンテナ）端子

S映像入力
ビデオ入力（ピンジャック）
オーディオ入力（ピンジャック）

オーディオ入力（ステレオミニプラグ）
ビデオ入力（ビデオ／Sビデオ共用）

ネットワークコネクター
（100 BASE-TX／10BASE-T）

スピーカー／ヘッドホン出力（ステレオミ
ニプラグ）

z DVDドライブ

x CD-RWドライブ

c フロッピーディスクドライブ

v 電源／サスペンドスイッチ

b PCカードスロット（TypeII）
n キーボードポート（PS／2）

m マウスポート（PS／2）

, シリアルポート

. オーディオライン入力

⁄0 マイク入力

⁄1 拡張スロット
PCV-RX71K・RX61Kシリーズ
1番＊1（使用済み）：PCI（モデム／PCMCIAカード）
2番（使用済み）：PCI（TVチューナー内蔵
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード）

3番（空き）：PCI
4番（使用済み）：AGP（ビデオカード、AGP
4×モード動作）

PCV-RX51シリーズ
1番＊1（使用済み）：PCI（モデム／PCMCIAカード）

2番（使用済み）：PCI（TVチューナー内蔵
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード）

3番（空き）：PCI
4番（空き）：AGP

⁄2 プリンター／パラレルポート

⁄3 AC INPUT（AC電源入力）プラグ

⁄4 MIDI／ゲーム端子

⁄5 デジタルディスプレイ用コネクター（DVI）：
PCVA-15XD2用のDVI方式準拠のデジタルディスプ

レイ用接続端子。

⁄6 ディスプレイ用コネクター

⁄7 電話回線端子

⁄8 電話器端子

＊1：1番スロットの搭載ボードは背面モデム／前面PC
カード兼用の一体型ですので、外すことはできません。
＊2：ビデオ映像出力専用です。パソコンのデスクトップ
画面は出力しません。

U S  B

i . L I N K
4ピン�

オーディオ／ビデオ入力�
前面端子�

オーディオ／ビデオ入力�
背面端子�

ネットワーク�

オーディオ出力�

i . L I N K
6ピン�

オーディオ／ビデオ出力�

ア　ン　テ　ナ�

オーディオ／ビデオ入力�
背面端子�

「バイオギア」などの各種USB機器を
接続できます。USB機器は、ホットプ
ラグ機能に対応し、再起動の必要も
なく接続してすぐに使用できます。U  S  B

i . L I N K
6ピン�

ネットワーク

ア　ン　テ　ナ�

オーディオ／ビデオ入力�
背面端子�

オーディオ出力�

背面
（PCV-RX71K）

接続する機器

※前面のi.LINK（IEEE1394）端子（4ピン）には、付属の

i.LINKケーブル（400 Mbps

対応。4ピン←→4ピン）など

を使用します。

※前面のオーディオ入力／

ビデオ入力端子には、付属

ビデオケーブル（コンポジッ

ト）、別売オーディオ用ケー

ブル（ピンプラグ←→ピンプ

ラグ）などを使用します。

n m

⁄7 ⁄8

⁄7 ⁄8

⁄3

⁄2

,

付属ビデオ接続用変換
コネクター（コンポジット接
続用）
付属ビデオケーブル＊1（コ
ンポジット）
別売 S映像コード＊2（4ピ
ン←→4ピン）
付属オーディオ用ケーブル
（ミニプラグ）など

i.LINK端子付きバイオ

＊1：付属ビデオ接続用変換コネクターと組み合わせて使用。
＊2：MiniDin7ピン端子に別売のS映像コードをつなぐことでより
高画質な映像を得られます。オーディオ出力／ビデオ出力

「Giga Pocket」で録画した番組な
どのビデオ映像・音声を出力する端
子。映像はMinDin7ピン端子、音声
はステレオミニプラグ端子。

接続に必要なケーブル

オーディオ／ビデオ出力�

付属ビデオ接続用変換 コ
ネクター（コンポジット接続用）
付属ビデオケーブル＊1（コン
ポジット）
別売 S映像コード＊2（4ピン
←→4ピン）

付属オーディオ用ケーブル
（ステレオミニプラグ←→ピン
プラグ）など

接続する機器

テレビ VHSビデオ

＊1：付属ビデオ接続用変換コネクターと組み合わせて使用。
＊2：MiniDin7ピン端子に別売のS映像コードをつなぐことでより
高画質な映像を得られます。

付属スピーカー PCVA-SP1

PCV-RX71KL5・RX61KL5・RX51V7付属

オーディオ出力�
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ネットワーク�ネットワーク�
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バイオでつながる。

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」カタログ 「バイオ・ワールド」の楽しさを紹介するカタログです。
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バ イ オ ギ ア

バイオギアで、バイオのある生活がもっと楽しくなる。
バイオカメラで撮った映像でビデオメールを楽しむ。

バイオミュージッククリップで音楽をコンパクトに持ち出す。

さらに、USBジョグコントローラーやi.LINKハードディスクで、ビデオ編集を楽しみ尽くす。

バイオギアで、バイオの楽しみがもっと広がります。

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。

関連製品

「 情 報 」で つ な が る 。

※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。
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「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。

※「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。※「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。

1／3型3CCD、大口径58mmレンズを搭載した
「メモリースティック」対応ハイクオリティーモデル。

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-VX2000 
希望小売価格380,000円（税別）

※本機をお使いになるには、別売のアクセサリーキット（ACCKIT-
D9）標準価格31,000円（税別）が必要です。

ジョグ／シャトル搭載。デジタルビデオ編集が快適に
楽しめるジョグコントローラー。

USBジョグコントローラー
PCDA-J1／A オープン価格

●付属品：USBケーブル（1.8m）、
ソニーオリジナルテンプレート、ソフト
ウェアCD-ROM（専用ドライバー、キ
ー設定マネージャー、ラベルメーカー、
ソニーオリジナルキーセット他）●外形寸法：幅231×高さ51×奥行
183mm ●質量：約420g

※DirectX（ダイレクトインプット）を使用しているソフトウェアには対応してい
ません。※ジョグを高速に回転させた場合、回転数に比例した動作をしな
い場合があります。

手軽にビジュアル・コミュニケーションが楽しめる、
コンパクトな「バイオカメラ」。

バイオ用カメラ
PCGA-VC2 オープン価格

●CCD：1/6型プログレッシブスキ
ャンCCD ●レンズ機構：回転角度
210度 ●取り付けアダプター、プラ
グインパワーマイク（約1m）付属 ●
電源：USBバスパワー ●外形寸法
（カメラ部）：幅36×高さ67×奥行き
25mm ●質量（カメラ部）：約45g

さまざまな情報をダウンロードし、素早くチェックできる
「バイオインフォキャリー」。

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

●液晶パネル：白黒 STN 液晶
（240×320ドット）●電池寿命：約30
時間●電源：アルカリ単4形乾電池
1 本●付属品：ソフトウェアCD -
ROM、USB接続ケーブル、単4形乾
電池他●〈VNW-V15〉外形寸法：幅74.4×高さ94.3×奥行き8.5mm
（最薄部）、〈VNW-V5〉外形寸法：幅74.4×高さ94.9×奥行き9.3mm
（最薄部）●質量：約100g（乾電池含む）

身に付けるように音楽を着こなす。ヘッドホンタイプの
「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-HP1 オープン価格

●電源：単３形アルカリ乾電池1本●
連続再生：約6時間●付属品：ソフト
ウェアCD-ROM、USBケーブル、単
３形乾電池●質量：約125g（乾電池
含む）

※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。

[ワイヤレスLAN アクセスポイントPCWA-A100主な仕様]●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。●規格：IEEE802.11／802.11b（無線LAN
標準互換プロトコル）●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：480g

ホットプラグですぐに使える。最大20MB／秒の高速転
送が可能な「i.LINKハードディスク」。

i.LINKハードディスクドライブ（40GB）
PCVA-HD04  
オープン価格

●DV映像記録時間：約2時間50分
●i.LINK端子（6ピン）×2●外形寸
法：幅171×高さ58×奥行304mm●
質量：約2.4kg（本体のみ）

※i.LINKケーブルは付属しません。

※PCVA-HD04は着脱可能なドライブですので、バイオRXシリーズで
「Giga Pocket」の通常の保存先としては使用できません。「外部メディア」
に設定して、録画済みデータの書き出し先としてお使いください。

総画素数334万画素＊CCD、光学3倍ズーム搭載。
i-jumpサービス対応の「サイバーショット」P1。

＊有効画素数は324万画素。

「メモリースティック」
デジタルスチルカメラ
DSC-P1 
希望小売価格99,800円（税別）

●「メモリースティック」（8MB）、スタミナキット（リチャージャブルバッ
テリーパック、ACアダプター）、USBケーブル、画像加工ソフト、動
画編集ソフト、i-Jumpエンジン付属

ジョグダイヤル搭載による快適操作。映像も快適も
楽しめる「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

●256色表示カラー液晶ディスプレイ採用●パームOS搭載●外
形寸法：幅70.9×奥行き114.7×厚さ15.2mm●質量：約122g

PCリンクキットを使って、パソコンで手軽にMD編集
ができる。

パソコン対応ミニディスクデッキ
MDS-PC3希望小売価格49,000円（税別）新発売

●MDLP対応●PCリンクキット付属●USBケーブル、光デジタ
ルケーブル付属●外形寸法：幅152×高さ52×奥行255mm●
質量：1.0kg

アナログ映像の取り込み／書き出しが「バイオ」か
ら行えるメディアコンバーター。

メディアコンバーター
DVMC-DA2 
希望小売価格35,000円（税別）

●DV←→アナログのリアルタイム変換を行い、8ミリ／VHSなどの
アナログ機器から動画取り込みが可能。●DV端子（i.LINK準拠）、
S映像入出力、ビデオ入出力（映像／音声）、LANC端子装備。

※PCV-RX71K・RX61Kシリーズは、本製品と同様のDV←→アナ
ログ変換機能を内蔵しています。
※DVgateのバッチキャプチャー機能には対応していません。

PCカード経由で「メモリースティック」を活用できる
PCカードアダプター。

「メモリースティック」用
PCカードアダプター
MSAC-PC2N 希望小売価格7,800円（税別）

●インターフェース規格：PCカードATA／True IDE、PCカード
タイプ：PCカードTYPEII準拠

※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。

USB機器が複数台接続できるUSBハブ。

USBハブ
PCDA-UH4 オープン価格

●手軽に持ち運べるコンパクトサイ
ズ。●4ポートのUSB端子を装備。
●付属のAC電源のほか、USBバ
スパワーでの使用も可能。●接続機器や動作状況がひと目で
わかるアプリケーションソフト「USBチェッカー」付属。●付属品：
ソフトウェアCD-ROM、ACアダプター、USB接続ケーブル（50cm）
●外形寸法：幅102×奥行68×厚さ21mm●質量：約90g

USBケーブル　PCDA-UC18（1.8m）オープン価格

i.LINKケーブル（S400対応）
●［4ピン←→4ピン］タイプ
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）
※バイオＲXシリーズに付属のi.LINKケーブル（4ピン←→4ピン、
1.5m）と同等品です。
VMC-IL4435A（3.5m）希望小売価格 5,500円（税別）
●［4ピン←→6ピン］タイプ
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）
●［6ピン←→6ピン］タイプ
VMC-IL6615A（1.5m）希望小売価格 3,500円（税別）
VMC-IL6635A（3.5m）希望小売価格 5,500円（税別）

PCV-RX71Kシリーズ用
PC800対応128MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM128R（2枚1組）
オープン価格
●64MB RDRAM×2枚（合計128MB）
184ピンRIMM

PCV-RX71Kシリーズ用
PC800対応256MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM256R（2枚1組）
オープン価格
●128MB RDRAM×2枚（合計256MB）
184ピンRIMM

PCV-RX61K・RX51シリーズ用
PC133対応128MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM128S
オープン価格
●128MB SDRAM 168ピンDIMM

PCV-RX61K・RX51シリーズ用
PC133対応256MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM256S
オープン価格
●256MB SDRAM 168ピンDIMM

バイオでコレクションした音楽を手軽に、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（64MBメモリー）オープン価格
MC-S25（32MBメモリー）オープン価格

●電源：単4形アルカリ乾電池1本●連続再
生：約 6時間●付属品：ソフトウェアCD-
ROM、USBケーブル、ネックストラップ、単4形
乾電池●外形寸法：幅22.4×高さ99×奥行
き25.9mm●質量：約33g（乾電池含む）

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。

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

※バイオＲXシリーズは、機器内部の構造上、メモリーモジュールの取り付けには知識と経験が
必要ですので、ご自身での取り付けは行えません。取り付け作業は販売店へご依頼いただく
か、ソニー製メモリー取り付けの場合はソニー（株）VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス（有
料）もご利用いただけます。
※増設メモリーモジュールPCVA-MM256R・MM128Rは2枚1組で使用します。1枚だけで使
用することはできません。

増設メモリーモジュール

※写真は、VNW-V15です。

※写真は、MC-S50です。

最大49台（16台以下推奨）のバイオとの通信ができ、インターネットへの接続も可能な「キャリアーゲート」。

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とワイヤレス
LAN  PCカード
PCWA-C100のセット。

VAIO ホームページ ／ バイオライフ読本

「 サ ポ ート 」で つ な が る 。

VAIO e-Support

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版）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。

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）

※本カタログに掲載製品のうちPCV-RX71K・RX61Kシリーズ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。

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。

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。

「 サ ー ビ ス 」で つ な が る 。

バイオネットワークサービス

※「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。

「ワイヤレスLAN PCカード」を使えば、バイオ同士で
高速ワイヤレス通信が可能。

ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C100 オープン価格

●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
＊使用状況により異なります。



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う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。●動作状況によっ

てはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やハードデ

ィスクのフォーマットまたはデフラグを必ず行ってください。

著作権に関する警告文
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。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。安全に関するご注意

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。●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。●ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。

●MEMORY STICK、メモリースティック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。●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。a

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

CVDWTP-1   Printed in Japan.   （84995888）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

画面に白色のような明るい背景を映しているとき、細い水平な線が見えます。これはダンパーワイヤーと呼ばれているもので、トリニトロン管内部のアパチャーグリルに取
り付けられており、画面に影響を与えるアパチャーグリルへの振動をおさえる働きをしています。モニターの故障ではありません。

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。

ブラウン管についてのご注意

液晶画面についてのご注意

「バイオRX」PCV-RX71K・RX61K・RX51シリーズの主な仕様
モデル PCV-RX71Kシリーズ PCV-RX61Kシリーズ PCV-RX51シリーズ

＊1：1B GHzの「B」とは、FSB 133MHzに対応していることを表わします。＊2：最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。＊3：標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、128MB RIMM
メモリーモジュールを4枚増設した場合です。＊4：標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、256MB DIMMメモリーモジュールを2枚増設した場合です。＊5：本機に付属のディスプレイでは、1280×1024ドット以上の表示はできません。＊6：記録可能な
MPEG映像、およびAVI（DV）ファイルの容量は、映像の内容によって多少前後することがあります。＊7：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しています。Windows起動時に認識できる容量は、
PCV-RX71Kでは約74GB（Cドライブ：約6.5GB／Dドライブ：約68GB）、PCV-RX61Kでは約56GB（Cドライブ：約4.6GB／Dドライブ：約52GB）、PCV-RX51では約37GB（Cドライブ：約4.6GB／Dドライブ：約33GB）となります。＊8：CD-RW8倍速書き込みは、
CD-RW High Speed対応メディアをお使いください。High Speed非対応メディアの場合、書き込み速度は最大4倍速となります。＊9：マルチモニター接続機能はありません。＊10：CATVの受信サービス（放送）の行われている地域でのみ受信可能です。
CATVを受信するときには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルがかかった放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくは、その地域のCATV会社にお問い合わせください。＊11：ボード長が25cmを超えるPCI
ボードは装着できません。＊12：56kbps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。＊13：PCV-RX51でFAX機能を使用するには、別途市販ソフトウェアが必要です。

OS Windows® 2000 Professional（Service Pack1対応） Windows®Millennium Edition

プロセッサー Pentium® 4プロセッサー1.50GHz Pentium® IIIプロセッサー1B GHz＊1 Pentium® IIIプロセッサー866MHz

キャッシュメモリー 1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊2／8KB・データキャッシュ／
1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）

2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）

チップセット 850チップセット 815チップセット

メインメモリー 標準／最大 128MB／512MB＊3（RDRAM） 128MB／512MB＊4（SDRAM）

システムバスクロック 400MHz 133MHz

拡張メモリースロット（空き） RIMMスロット×4（2） DIMMスロット×2（1）

グラフィックアクセラレーター NVIDIATM GeForce2 MX（AGP 4×モード動作） 815チップセットに内蔵

ビデオメモリー 32MB（SDRAM） 16MB（SDRAM） 10～13MB（メインメモリー共有）

表示モード 1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480）＊5 1677万色（1280×1024、1024×768、800×600、640×480）＊5 1677万色（1024×768、800×600、640×480）

フロッピーディスクドライブ 3.5型（1.44MB／720KB）×1 

ハードディスク 約80GB（Cドライブ約7GB／Dドライブ約73GB）＜Ultra ATA（100）＞＊7 約60GB（Cドライブ約5GB／Dドライブ約55GB）＜Ultra ATA（66）＞＊7 約40GB（Cドライブ約5GB／Dドライブ約35GB）＜Ultra ATA（66）＞＊7

（MPEG映像録画時間）＊6 高画質約20時間15分／標準約40時間／ビデオCD 約109時間 高画質約15時間15分／標準約30時間／ビデオCD 約82時間 高画質約9時間40分／標準約19時間／ビデオCD 約52時間

（DV映像記録時間）＊6 約5時間20分 約4時間 約2時間30分

ドライブ DVD-ROMドライブ／CD最大40倍速 DVD最大16倍速

CD-RWドライブ／書き込み：最大12倍速（CD-R）最大8倍速（CD-RW）＊8、読み出し：最大32倍速（CD-ROM／CD-R）最大20倍速（CD-RW）ソニーCRX-160E

外部接続端子（背面） ●キーボード（PS／2、MiniDIN×1）●マウス（PS／2、MiniDIN×1）●シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン×1）●パラレルポート（D-sub 25ピン×1）●USB（×2）

●オーディオ入力（ライン入力:ステレオミニジャック×1、マイク入力:モノラルミニジャック×1）●ヘッドホン出力（ステレオミニジャック×1）●ネットワークコネクター（100BASE-TX／10BASE-T）×1

●ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン×1／DVIコネクター[デジタルディスプレイ用：PCV-RX71K・RX61Kシリーズのみ]×1）＊9 ●MIDI／ゲーム端子[PCV-RX71Kシリーズのみ]●モデム用モジュラージャック×2（LINE、TELEPHONE）

●i.LINK S400（6ピン）端子×1●MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用入出力端子（○ビデオ入力:ビデオ、Sビデオ共用［特殊端子〈MiniDIN7ピン〉］×1

○ビデオ出力:ビデオ、Sビデオ共用［特殊端子〈MiniDIN7ピン〉］×1○オーディオ入力:ステレオミニジャック×1○オーディオ出力:ステレオミニジャック×１○アンテナ入力端子×1）

外部接続端子（前面） ●USB（×2）●i.LINK S400（4ピン）端子×1●MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用入力端子（○ビデオ入力:ビデオ×１、Sビデオ×1○オーディオ入力:ピンジャック、ステレオ×1）

PCカードスロット TypeⅡ×1、CardBus対応

MPEG2リアルタイム ●ビデオキャプチャー機能（ビデオ入力→MPEGリアルタイム変換機能）●TVチューナー（VHF 1～12チャンネル、UHF 13～62チャンネル、CATV C13～C63＊10、ステレオ、2カ国語）●S-ビデオ、コンポジット入出力端子（入力2系統、出力1系統）

エンコーダーボード ●オーディオ入出力端子（入力2系統、出力1系統）●DV←→アナログ変換機能（PCV-RX71K・RX61Kのみ）●圧縮モードを選択可能 高画質モード（MPEG2 8Mbps 720×480 30fps）約17分／1GB  

標準モード（MPEG2 4Mbps 720×480 30fps）約34分／1GB ビデオCD互換モード（MPEG1 1.41Mbps 352×240 30fps）約94分／1GB

拡張スロット（空き） PCI×3（1）＊11 AGP×1（0） PCI×3（1）＊11 AGP×1（1）

拡張ベイ（空き） 3.5インチ（ハードディスク用）×2（1）、5インチ×2（0）

オーディオ機能 AC97準拠ソフトオーディオ、3Dオーディオ（DirectSound3D）対応

内蔵モデム 最大56kbps（V.90／K56flexTM）＊12／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）＊13

主な付属品 ショートカットキー付きキーボード（PS／2）、スクロール機能付きホイールマウス（PS／2）、電源ケーブル、電話線、マニュアル、リカバリーCD×3、i.LINKケーブル（400Mbps対応DVケーブル 4ピン-4ピン）×1（1.5m）、

赤外線リモコン、赤外線受光ユニット（USB直付ケーブル2m）、ビデオ接続用変換コネクター（MiniDIN7ピン←→RCAピン端子）×2、ビデオ接続ケーブル×１（1.5m）、オーディオ接続ケーブル×1（1.5m）、アンテナ接続ケーブル×1（3.6m）

電源 AC100V±10%／50～60Hz

消費電力 約170W（最大約300W）／スタンバイ時約5W 約120W（最大約250W）／スタンバイ時約5W 約100W（最大約250W）／スタンバイ時約5W

エネルギー消費効率 R区分0.00125 R区分0.00214 R区分0.00247

本体外形寸法 幅220mm×高さ352mm×奥行394mm（突起物を除く）

質量 約13kg 約12.5kg

「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、PCV-RX51シリーズの場合、

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および終了点を微調整する機能を備えますが、開始点の精度は各DV


