
パーソナルコンピューター「バイオRX」

PCV-RX72K･RX62K･RX52シリーズ

いよいよDVDをつくる楽しみがはじまる。

ビデオ編集も、テレビ録画も、思う存分楽しめるバイオRX。

●写真はPCV-RX72KL5です。画面はハメコミ合成です。

●本カタログに掲載しております価格には消費税、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。

 ＊詳しくは16ページをご覧ください。�



パーソナルコンピューター

PCV-RX52L5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-RX52V7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

1GHz AMD AthlonTMプロセッサー、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。

ビデオ編集にこだわる。もっと自由にテレビを楽しむ。そして、自分だけのDVDを作る。

映像の楽しみの中心へ、バイオRX。
自分で編集したビデオ作品を、オリジナルのDVDに。バイオRXが、またひとつ、新しい映像の楽しみを提案します。

PCV-RX72Kシリーズには、DVD-RWドライブを搭載。また、i.LINK接続の外付けDVD-RWドライブ（別売・PCVA-DRW1）も登場し、

DVDプレーヤーで再生できるDVD制作が手軽に楽しめます。

そして、バイオRXならではのビデオ編集の楽しみ、「Giga Pocket」で広がるテレビ録画の楽しみも一段と充実。

Pentium® 4プロセッサー1.70GHz＊の搭載をはじめ、

さらに進化したクリエイティブな高性能が、新しい映像の楽しみを大きく広げます。

＊PCV-RX72Kシリーズのみ。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell ※写真はPCV-RX72KL5です。画面はハメコミ合成です。※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
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パーソナルコンピューター

PCV-RX72KL5 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-RX72KV9オープン価格
19型FDトリニトロンマルチスキャンディスプ

レイCPD-G420（L）、ステレオスピーカー付属

Pentium®4プロセッサー 1.70GHz、DVD-RWドライブ搭載。
映像の楽しみが広がるハイエンドモデル。

◎ Adobe® Premiere® 6.0日本語版プリインストール
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PCV-RX62K 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、ステレオスピー

カー付属

パーソナルコンピューター

PCV-RX62KL5 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-RX62KV7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®4プロセッサー 1.50GHz、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
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PCV-RX62K・RX52シリーズでもDVD制作が楽しめる
i.LINK DVD-RWドライブ。

i.LINK DVD-RWドライブ

PCVA-DRW1 オープン価格
※詳しくは、30ページをご参照ください。

◎ バ イ オ で 、 ビ デ オ 編 集 。
遊び心あふれるムービーを作る。高度な映像表現を駆使する。

バイオなら、さまざまな編集スタイルで作品づくりが楽しめる。

撮る、作る、見せる楽しみが大きく広がります。

◎ バ イ オ で 、 テ レ ビ 生 活 。
気になる番組はどんどん録画予約して、デジタル録画。

録画した番組は、大画面テレビで見たり、外出先で楽しんだり。

あなたとテレビの関係を、バイオがもっと自由にします。

◎ バ イ オ で 、 D V D を つ く る 。
自分だけの映像作品を、DVD-RWドライブでDVDに記録する。

高画質な映像を、DVDプレーヤー＊で手軽に見てもらえる。

バイオが新しい映像の楽しみを提案します。

＊再生を確認しているDVDプレーヤーについては、

15ページをご覧ください。
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※写真はPCV-RX72KV9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、DCR-TRV30、ダブルビデオデッキWV-DR9、i.LINKハードディスクドライブPCVA-HD08、カラーテレビKV-14DA1は別売です。
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部屋の一角のデスクスペース。

バイオRXを置くと、そこがパーソナルなビデオ編集スタジオになった。

旅の思い出や子供達の笑顔を、ビデオクリップにする。

憧れの映画のイメージで、自分の作品を作ってみる。

そして、試写会を開いたり、DVDにしたりと、

ビデオ編集を趣味にしたら、週末の新しい楽しみが始まった。
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家族が集まるリビングにバイオRXを置く。大画面テレビとつなぐ。

インターネットでの番組チェックが、朝の日課になる。

ひとりひとりの見たい番組をどんどん録
と

れる。

そして、毎日のドラマを好きな時間にまとめて見たり、

気になるニュースをクリエで持ち出したり。

時間にしばられない、テープの煩わしさもない、

新しいテレビ生活が始まる。

※写真はPCV-RX62KL5です。画面はハメコミ合成です。写真のワイドテレビKV-36HD700、DVDプレーヤーDVP-NS500P、クリエPEG-N700Cは別売です。
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撮る� 作る� 完成�

MovieShakerで楽しいムービーづくり�

DVgateで手軽にカット／アセンブル編集�

Adobe® Premiere®で映画のような作品づくり�

見せる�

DVD に保存する�

ホームページで公開�

個人ネット放送局で公開�

テープに書き出す�

テレビにつないで�

クリエやサイバーショットS75で�

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

バイオでビデオ作品づくり。

「撮る」、「作る」、「見せる」楽しみがもっと深くなる。

「DVgate
ディーブイゲート

」で高精度なカット／アセンブル編集。「MovieShaker
ム ー ビ ー シ ェ ー カ ー

」で楽しいムービーづくり。

「Adobe
ア ド ビ

® Premiere
プ レ ミ ア

® 」で映画のような作品づくりに挑戦する。バイオで、撮りためたビデオが自分だけの作品に変わります。

完成した作品をDVDにしてみんなに見てもらう。テープに書き出したり、ホームページで公開できる。

多彩なスタイルで「撮る」､「作る」､「見せる」楽しみがもっと広がります。

◎ ビ デ オ 編 集
'気軽で楽しいビデオ編集

'映画のような作品づくり

'D V D に保存する。テープにする



※写真はPCV-RX62KV7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-TRV30は別売です。

ムービーシェーカー

映像をバイオに取り込む。

完成した作品をテープに書き出す。

取り込んだ映像を切り取る・つなぐ。

s
s

s

ss s s

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、複数の映像を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、MPEG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、「DVga t e

Motion」でDV機器へ書き出して、オリジナルビデオ

作品にすることができます。

DVgate Assemble

s
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'画質劣化のないカット・アセンブル編集が行え

る「DVgate」：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ます。マウスの

◎ i.LINK 端子につないだデジタルハンディカムから高画質のまま映像を取り込んで、

デジタルビデオ編集が楽しめる「DVgate」。

操作でDV機器をコントロールして、画質の劣

化のない、高精度の映像取り込みが行えます。

取り込んだ映像は「DVgate Assemble」、

「MovieShaker」や「 Adobe ® Premiere ®」

などで多彩に編集可能です。

◎充実したビデオ編集機能。

'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。
※デジタル ハンディカム D C R -

VX2000での「インデックス書き込み

ボタン」には対応していません。

' 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」が自動的にファイルを分

割・結合。映像の長さを気にせずビデオ編集が

行えます。

'アナログ映像の入出力が行えるDV←→アナ

ログ変換機能（PCV-RX72K・RX62Kシリーズ）：DV

映像とアナログ映像を相互に変換するハードウ

ェアを搭載し、Hi8やVHSなどのアナログ素材

を取り込んでDV動画と同様に編集したり、編集

後の作品を背面のビデオ端子から出力してアナ

ログビデオデッキへの書き出しが行えます。

' MPEG 形式に変換して、完成した作品を

DVDにする：「DVgate Assemble」では、動

画ファイルをAVI（DV）形式からMPEG2・

MPEG1形式に変換できます。変換後のファイル

を使用して、DVDに記録（15ページ参照）した

り、「Giga Pocket」で再生（21ページ参照）す

ることが可能です。

◎静止画取り込みツール

「DVgate Sti l l」。

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。

'エフェクト
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

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

クロスフェード

s

ページめくり

s

素材トレイ

モニター

ツールパネル

作品トレイ

入
　
力�

出
　
力�

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）�

動画�

MPEG1（.mpg） （160×112）＊メール添付用,60秒のみ。�

MPEG1（.mpg） （352×240）＊ビデオCD相当　�

DV（.avi）、QuickTime（.mov）、RealVideo（.rm）�

使用可能な主なファイル形式

◎取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集できる「MovieShaker」。

'「MovieShaker」で気軽にムービーづくり：

デジタルハンディカムやデジタルカメラで撮影した

動画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ます。i.LINK端子に接続した

デジタルハンディカムからの動画取り込みから、演

出・編集まで、このソフトひとつで楽しめるようにな

り、より凝った作品づくりが行なえる機能もいっそ

う充実しました。さらに、ホームページやメールで公

開するなど、つくった後も楽しさが広がります。

'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：5段階のパターン設定と、

各段階ごとに3種類あるBGMを選ぶだけで、後

は素材をランダムに「シェイク」します。エフェクト

やテキスト＊まで付いた楽しい作品が手軽に出来

上がります。＊ テキストはあらかじめ入力が必要です。

'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」やフォン

トを選んで楽しいテロップが作れる8種類の「テキ

ストエフェクト」のほか、シーンとシーンの切り換わり

を効果的に演出する「トランジション」も8種類あり、

手軽な操作で魅力的に作品をショーアップできる

機能がそろっています。

撮りためたビデオをバイオに取り込んで、オリジナル作品を作ってみた。

「DVgate」で、大事な映像を集めて高画質のまま1本にまとめる。

「MovieShaker」で、遊び感覚の楽しいビデオメールを送る。

バイオなら、気軽に楽しいビデオ編集がスタートできる。

撮りためたビデオを、自分だけの作品に。「DVgate」や「MovieShaker」で、気軽にビデオ編集が楽しめる。
ディーブイゲート

1

2

3

◎ ビ デ オ 編 集
気軽で楽しいビデオ編集

'テキストエフェクト

'トランジション

※「MovieShaker Ver.3.0」は、マクロメディア社のMacromedia®

FlashTM Playerソフトウェア技術を採用しています。©1995-2001

Macromedia, Inc. All rights reserved. MacromediaおよびFlashは、

Macromedia, Inc.の商標または登録商標です。

※DVgate Ver.2.3／MovieShaker Ver.3.0は、2001年5月
10日現在、ソニーが2001年4月末日までに日本国内で発売し
たDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、
Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。ただし、PCV-
RX52シリーズの場合、DCR-VX1000、およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700
は動作対象外となります。



※写真はPCV-RX72KV9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、カラーテレビKV-14DA1、ダブルビデオデッキWV-DR9は別売です。※写真は表示モード1280×1024で使用した場合の表示例です。

※「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® 6.0日本語版

タイムラインウィンドウ

オリジナル映像 ソニープライムワイプ ソニーメルト ソニーリップルワイプ ソニーロータリーワイプ

s s s s s s

ソニーブロークングラス

オリジナル映像 分割ズーム クロスディゾルブ ジグザグブロック ランダムブロック

s s s s s s
ストライプスライド

ストーリーボード
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◎ ビ デ オ 編 集
映画のような作品づくり

映画のような表現や演出効果を使ったビデオ作品づくりに挑戦。

作品のタイトルやテロップを加えれば雰囲気もさらに高まる。

完成した作品は、テープに書き出したり、インターネットで公開できる。

映画監督気分でこだわりの作品づくりが多彩に楽しめます。

「Adobe® Premiere®」で、こだわりのビデオ編集。高度な映像表現で映画のような作品に仕上げよう。

'長時間編集を可能にする「DVgateプラグイ

ン」：「Adobe® Premiere®」に「DVgate」の

機能を追加するプラグイン。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。また、ファイル出力時の状況やエラ

ーメッセージは「DVgate プラグイン」ウインドウ

で表示可能です。

'「Adobe® Premiere®」の表現力をさらに高

める「So f t SPARKLE（サンプル版）」（PCV-

RX72K･RX62Kシリーズ）：「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

インです。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®」

◎「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。

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などの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。

PCV-RX52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31ページをご覧ください。

※PCV-RX52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。

※Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」のご登録後

に、アドビ システムズ（株）の行う「Adobe® Premiere® 6.0

日本語版」へのアップグレードもご利用できます。

※この優待提供サービスのほか、i.LINKハードディスク

PCVA-HD08・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® 5.1  LE 

日本語版」優待提供サービス

◎さらに進化した「Adobe ® Premiere ® 6.0  日本語版」で、こだわりの作品づくり。

'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®」：

PCV-RX72Kシリーズには、新しいインターフェー

スを採用してより使いやすくなった「Adob e ®

Premiere® 6.0 日本語版」製品版フルバージ

ョンをプリインストール。

＊PCV-RX62Kシリーズには、「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」をプリ

インストールしています。PCV-RX52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。

'インターフェースを一新し、さらに使いやすさ

を向上：以前から定評のある、ドラック&ドロップ

の操作性をさらに向上。特殊効果の置き換えや

追加もマウス操作だけで可能になりました。また、

新しく用意された「ストーリーボード」は、マウス操

作だけで映像の構成をまとめることができ、その

後で自動的に場面転換を加えてタイムラインウイ

ンドウに配置します。長時間の作品の作業効率

が大幅に向上し、より快適にビデオ編集が楽し

めます。

' 多彩な編集スタイルに対応：「A d o b e ®

Premiere® 6.0 日本語版」では新しい「ワーク

スペース」という概念を導入。ビデオ編集の作業

内容に適したツールパネルやウインドウの配置に

切り替えることができます。また、シンプルな長時

間の映像を繋ぐ場合に適した「シングルトラック編

集」や、短時間で多くの特殊効果を使用する場合

に適した「A／Bトラック編集」等、多彩な編集ス

タイルが用意されています。

'プレビュー画面の映像を実際にテレビ出力し

て確認できる：ムービーのプレビューをi.LINK端

子から出力可能。PCV-RX72Kシリーズでは、

DV←→アナログ変換機能により、ビデオ出力端

子からもプレビュー映像を出力。テレビにつない

で映像を確認できます。

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

'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

'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。

'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74種類＊の映像フ

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、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® 5.1 LE 日本語版」では、16種類。

効果には、「クロスディゾルブ」など、75種類＊の多

彩な効果が用意されています。

＊「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」では、16種類。

「モニタ」ウィンドウ

エフェクト

コントロールパレット

オーディオエフェクト・ビデオエフェクトパレット オーディオミキサー

サービス



' 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。アフレコ

時のマイク／ライン入力からの音声やお手持ち

のBGMは、WAVEデータとして録音可能です。

また、豊富なサ

ウンドエフェク

ト機能でサウ

ンド編集を強

力にバックアッ

プします。

※写真はPCV-RX72KV9です。画面はハメコミ合成です。※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。14 15
ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

◎ ビ デ オ 編 集
DVDビデオにする。

「DigiOnSoundTM Light」で、オリジナルのナレーションを追加する。

「Adobe® Photoshop® 5.0 LE」で、映画のようなタイトル画面を作る。

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。

自分だけの映像作品を、DVD-RWドライブでDVDに保存する。

映像作品を友達にプレゼントしたり、季節の挨拶をビデオメッセージで送る。

映像の楽しみは、バイオとDVDでさらに広がる。もっと深くなる。

アフレコ編集やタイトル画面で、

作品の完成度はさらに高くなる。

自分のビデオ作品をDVDに。

ディスクにすれば、より手軽に楽しめる。

◎ ビ デ オ 編 集
映画のような作品づくり

◎アフレコ録音やサウンド編集が行える「DigiOnSoundTM Light」。

（PCV-RX72Kシリーズ）

' 高 度な画 像 加 工 が 行える「 A d o b e ®

Photoshop® 5.0 LE」（ PCV-RX72K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、フィ

ルター機能などの

多彩な機能を駆使

して、ユニークなタ

イトル画面づくりが

行えます。

○PCV-RX72Kシリーズのご登録カスタマーの方

へ、Adobe® Photoshop® Elementsへの無

償アップグレードサービスを実施します。詳しくは、

VAIOホームページ（http://www.vaio .sony.

co . jp/）内でご案内します。

'タイトルやテロップづくりに役立つ 20書体の

「 Dyna Font」（ PCV-RX72K･RX62Kシリー

ズ）：「Dyna Font」（TrueTypeフォント）の多

彩な書体を使って、

より効果的なタイトル

画面が作れます。

◎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。

'映像を撮影してインターネットでライブ発信できる

「URecSight（ユーレックサイト）」：「URecSight」は、

映像をインターネットでライブ発信できるソニーオリジ

ナルソフトウェア。バイオに接続したデジタルハンデ

ィカムやバイオカメラで撮影している映像を、リアル

タイムで圧縮・送信、専用のWebサイト「パーキャス

TV」で公開することができます。DVテープに録画

しておいた映像も送信できるので、オリジナルのビデ

オ作品や番組を作って公開することも可能です。

○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映像効果や

音、アニメーション効果など20種類以上のライブ専

用エフェクトが用意されています。

○ライブ映像を配

信できる専用Web

サイト「パーキャス

TV」：「パーキャス

TV」は、バイオの

「URecSight」と連携して、映像のライブ中継やライ

ブ発信の予約、映像のストリーミング送信を手軽に

行える、パーソナルキャスティングサービスWebサイ

トです。

「パーソナルキャスティング」無料お試しのご案内

「パーキャスTV」サービスの会員登録を行っていただいたお

客様には、「バイオ」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10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/

※「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。

※ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネット
への接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度64kbps
以上を推奨。PHSなどを使用するか、ADSLなどの広帯域な通信環境
が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推
奨。再生ソフトとしてRealPlayer 7以降が必要です。

※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。

※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。

' 画像を手軽に公開し

て、仲間同士で楽しめる

「イメージステーション」：家

族や友人がいつでも閲覧

できるイメージアルバムを

インターネット上に手軽に作成できます。会員登

録すれば、「Smart Capture」で撮った画像や

「MovieShaker」で編集した動画などをアップロー

ドして、サイト上に無料で掲載できます。また、好き

な画像をポストカードなどに印刷する、プリントオー

ダーサービス（有償）＊の提供も予定しています。

＊2001年5月現在、L判、2L判、ポストカードの3種類のプリントオー
ダーサービスのご提供を予定しています。なお、2001年 5月以降発売
のバイオでは、VAIOカスタマーご登録特典として、「フリープリントクーポ
ン」（L判プリント月間10枚×3ヶ月=30枚）をご進呈いたします（2001
年9月30日のご登録まで）。
※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。
※ご利用にあたってのご注意事項や各サービスの詳細など、詳しい情報・
最新情報はイメージステーションのホームページをご覧ください。

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

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

完成した作品をインターネットで公開。ビジュアルコミュニケーションがもっと楽しくなる。

'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/

手軽に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：

80GB（PCVA-HD08）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。

※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。

i.LINK ハードディスクドライブ

PCVA-HD08（80GB）
オープン価格
PCVA-HD04（40GB）
オープン価格

より快適なビデオ編集が

楽しめるサポート＆関連商品。
' 4 . 7GB の大容量記録メディア、DVD -R ／

RW：DVD-R／RWは、記録可能なDVDメデ

ィア。4.7GBの大容量でMPEG2の映像データ

をDVDビデオフォーマットで記録できます。

DVD-Rは一回のみ記録可能で、DVD-RWは

書き換えが可能です。

※DVD-R for General Ver.2.0対応。DVD-RW Ver.1.1対応。

'オリジナルDVDが作れるDVD-RWドライブ

搭載：PCV -RX7 2Kシリーズには、DVD -R、

DVD-RWディスクへの書き込みが可能なDVD-

RWドライブを搭載。「DVDit! for VAIO」で

DVDオーサリングが楽しめます。MPEG2の高画

質で約117分＊、MPEG1なら3時間45分の映像

を記録でき、DVDビデオフォーマットで記録され

たDVD-R／DVD-RWは、一部のDVDビデオ

再生機能を持ったバイオや家庭用DVDプレー

ヤー＊などで再生が可能です。オリジナルの映像

作品をDVDビデオにしたり、親戚や友人への挨

拶をビデオメッセージにして手軽に郵送するなど、

映像を見せる楽しみが広がります。＊右記参照。

＊MPEG2-4Mbpsの場合。

※DVD-R／RWには、DVDビデオフォーマットでの記録が可能です。ビデ

オレコーディング規格での記録・再生には対応していません。DVD-RWディ

スクを使ってDVDを作った場合、DVD-RWに対応していないDVDプレー

ヤーでは再生できません。

※複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを

作成することはできません。

DVD-R／RWディスクの収録可能時間

※DVD-R／RWディスクに、DVDビデオフォーマットで記録した場合の収録

可能時間です。データ形式でMPEG映像を保存する場合とは異なります。

'DVDオーサリングが楽しめる「DVDit! for

VA I O」（PCV - RX 7 2 K ･ RX 6 2 Kシリーズ）：

「DVDit! for VAIO」は、複数のメニュー画面

付きDVDが制作できるオーサリングソフトウェア。

複数のMPEG映像クリップをまとめたDVDづく

りが手軽に楽しめます。メニュー画面作成では、

MPEG映像をドラッグ&ドロップするだけでボタン

として設定可能。背景画像サンプルやボタン用の

◎DVD-RWドライブで、自分だけの作品がDVDになる。

（PCV-RX72Kシリーズのみ）

i.LINK DVD-RWドライブ

PCVA-DRW1
オープン価格

※詳しくは30ページをご参照ください。

PCV-RX62K・RX52シリーズで

オリジナルDVDが作れる

i.LINK DVD-RWドライブ。

アイコンも豊富に用意されています。また、4:3サイ

ズの映像のほか、デジタルハンディカムなどのワイ

ドモードで撮影された映像の使用も可能＊。映画

のようなワイド画面の作品づくりも行えます。

＊あらかじめワイドモードで撮影し

た映像を用意しておくことが必要

です。4:3映像と16:9映像を1つ

のディスクに混在させることはで

きません。

※チャプターポイント、マルチアン

グル、マルチ言語字幕、マルチ

オーディオ、マルチストーリー、

Dolby Digital AC3等のDVD

ビデオフォーマットのオーサリングには対応していません。

※PCV-RX62Kシリーズにおいては、CD-RWドライブを用いてDVDと同

じ構造のCD-R／RWディスクを作成できます。この場合の最大容量は

640MBです。また、再生環境は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となり、家庭

用DVDプレーヤーなどでは再生できません。

'Pentium®4の性能を最大限に引き出すMPEG

変換ツール「DVgate Assemble」：DV動画編

集をした映像は、「DVDit! for VAIO」でオー

サリングするためにMPEG映像に変換する必要が

あります。「DVgate Assemble」は、Pentium®

4のSSE2 命令に対応したソニー独自のDV→

MPEG変換ツール。実時間に迫る高速MPEG2

変換を実現し、作業時間を短縮します。

※「DVgate Assemble」のMPEG変換出力は2GBまで、「ビデオエクス

プローラ」のMPEGファイル書き出し機能は4GBまでの制限があります。そ

のため、DVDビデオフォーマットへのオーサリング時、収録可能時間最大に

映像を記録する場合は、複数のMPEG映像に分割した後でDVDビデオ

フォーマットでオーサリングする必要があります。この場合、映像のつなぎ目

がなめらかに再生されない場合があります。

MPEG2 - 8Mbps録画モード�

DVD-R／RW 約67分� 約117分� 約3時間45分�

MPEG1 - 1.41MbpsMPEG2 - 4Mbps

○PCV-RX72Kシリーズ、PCVA-DRW1
動作検証済みDVD-R／RWメディア

！

DVD-R

パイオニア

DVS-R470SDF  

オープン価格

DVD-RW

パイオニア
DVS-RW470SD  
オープン価格

[再生可能なDVDプレーヤーについて]
DVDビデオフォーマットで記録したDVD-R／DVD-RWは、一部のDVD

プレーヤー及び、一部のDVDビデオ再生機能を持ったバイオで再生さ

せることができます。

DVDビデオフォーマットで記録されたDVD-R／DVD-RWは、以下のソニー

製DVDプレーヤーと、“プレイステーション 2”での再生を確認しています。

DVP-S313／S717D／S9000ES／F15／F5／FX1／NS300／

NS500P／DVPK-S300／DVPK-15／プレイステーション 2＊：SCPH-

18000／30000（但し、DVD-Rのみ）
＊DVD Player Ver.2.00以降

但し、これらはDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。

メディアへの記録状態や、再生プレーヤー側のピックアップの状態等で再

生できない場合があります。

DVDビデオ再生機能を搭載したバイオでの再生は、搭載されている

DVD-ROMドライブがDVD-R／DVD-RWの読み込みに対応している必

要があります。詳しくはバイオホームページをご確認下さい。

※“プレイステーション2”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。



予約� 録画� テレビの大画面で楽しむ�

ネットワークで楽しむ�

書き出して楽しむ�

バイオノートで見る�

クリエで見る�

サイバーショットS75で見る�

iモードで予約�

バイオノートから予約�

クリエで予約設定�

テープに保存する�

ディスクに保存する�

DVD-R／RW�
CD-R／RW�
�

くり返し録画などの多彩な予約が手軽にできる�

外出先で予約�

インターネットでスムーズに予約�

管理�

ビデオクリップ感覚で楽しむ�

録画した番組を快適に管理�

デジタル高画質で長時間録画�

頭出し不要で、すぐ録画�

見る�

スリップ再生で録画中の番組を始めから見る�

フィルムロールで見たい場所に素早く移動�
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「 G i g a  P o c k e t 」で、テレビ番組を録る・見る・管理する。

バイオがあれば、テレビともっと自由に、もっと快適につきあえる。

バイオにTVアンテナをつなぐ。さぁ、「Giga Pocket」で楽しむ新しいテレビ生活の始まりです。

気になる番組はまとめて録画して、見たいとき、自由なスタイルで楽しめる。

iモードやインターネットを使った番組予約が新しい。

あなたとテレビの関係をもっと自由に、もっと快適にする。それが「Giga Pocket」です。

ギ ガ ポ ケ ッ ト と

◎ テ レ ビ 生 活
'バイオでどんどん録画・自在に再生

'多彩な予約・スムーズな番組管理

'映像サーバー・映像コレクション



'スリップ再生で録画中でも番組の最初から再

生できる：「スリップ再生」は、録画しながらすでに

録画したシーンに戻って再生が行える機能です。

例えば、予約録画中に帰宅した場合でも、放送終

了を待たずに番組を最初から見て楽

しめます。テレビを見ている時に急な

用が入った時も、その場で録画を開

始。用事が終わってからその場面に戻

って再生できます。スリップ再生中に

フィルムロール機能を使えば、見たい

シーンだけを手早く見て、オンエアに

追いつくことも可能です。

見たいテレビ番組は、「Giga Pocket」でどんどん録画。

ハードディスク録画だから、空きテープを探したり、頭出しなど不要で、すぐ録
と

れる。しかも、MPEG2のデジタル高画質。

また、見たいシーンをスピーディーに探したり、録画しながら再生したりと、

パソコンならではの快適で便利な機能がいっぱいです。

※写真はPCV-RX62KL5です。画面はハメコミ合成です。※写真のワイドテレビKV-36HD700、DVDプレーヤーDVP-NS500P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

を実現します。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。例えば標準（MPEG2）

モードなら、ハードディスク1GBに約34分。ビデオ

CD相当（MPEG1）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：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。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：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。

'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

の自在な再生により好みのスタイルでテレビ再生が

楽しめます。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」機能を使用して、マ

ウス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むことができます。

'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、手元の操作ですぐに再生。新し

い操作感覚で快適に「Giga Pocket」をコント

ロールできます。

気になるテレビ番組は、デジタル高画質でどんどん録画。バイオで楽しむテレビ生活は、ここから始まる。

'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：「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。CPUへの負担が少

なく、安定した録画・再生が可能なうえ、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：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

が録画できます。PCV-RX72K･RX62Kシリーズで

は、DV←→アナログ変換機能の搭載によりi.LINK

端子につないだDV機器の映像も録画可能です。

'鮮明な画質で、お手持ちのテレビに映して楽

しめる：バイオ本体にアンテナとテレビを接続し、

テレビの大画面に映し出して楽しめます。DVD

やデジタル衛星放送でも採用されているMPEG2

方式により、大画面のテレビに出力しても充分な

高画質を実現しました。

＊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／CSなどの衛星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

録画モード／

録画時間表 高画質（MPEG2）�

標準（MPEG2）�

ビデオCD相当（MPEG1）＊�

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�

約39時間�

約107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-RX72K

約14時間�

約28時間�

約77時間�

PCV-RX62K・RX52

＊ビデオCDは再生できません。
※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に放送開始のスポーツ中継を録画�

予約録画中に帰宅した場合なども�
録画を続けながら番組の最初から再生可能。�
不要なシーンを飛ばして見たい場面だけを見られるから、�
再生時間も短縮できます。�

時間の経過�7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00

予約�
録画�

スリップ�
再生�

受光
ユニット

Giga Pocket／
DVD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-RX52
シリーズには装備いたしません。

※PCV-RX72Kシリーズ、標準（MPEG2）4Mbpsモード時。
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◎ テ レ ビ 生 活
バイオでどんどん録画・自在に再生

◎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。 ◎ MPEG2 のデジタル高画質で、最長 39 時間＊もの長時間録画が可能。 ◎録画中でも、番組のはじめからすぐに見られる。自分好みの自在な再生。

◎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。



「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「ビデオエクスプローラ」

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。

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。

'「クリエ」やバイオノートでも予約できる：ソニ

ーの携帯情報端末「クリエ」＊1や、「PicoPlayer」

（22ページ参照）をインストールしたバイオ＊2で予

約設定をすることもできます。例えば、外出先で

録画したい番組を選択し、帰宅後、クリエはデー

タ交換機能（HotSync）、バイオなら家庭内ネッ

トワークを経由して、「Giga Pocket」に予約設

定を一括転送することが可能です。

＊1：録画予約設定

ソフト「TVscape（テ

ィーヴィースケープ）」

が必要です。

＊2：iEPG番組情報

サイトを使用します。

'繰り返し予約で見たい番組を見逃す心配な

し：毎日、毎週、または特定の曜日の同じ番組を

録画する「定期的な予約設定」により、定期的に

放送されるお気に入りの番組を自動的に繰り返

し録画できます。また、「有効期限設定」との組み

合わせにより、ハードディスク上に最新の放送分

だけを保存しておい

て、いつでも見たい

ときに再生すること

もできます。

'録画番組は、スマートに管理：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。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。番組のアイコンをクリックするだ

けで、番組情報とサムネイル画像を表示。見たい番

組をすばやく探せます。また、アイコン表示のほか、

カレンダー表示やリスト表示にも対応し、日付順に

並べたり、キーワードで検索することも可能です。

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。

番組アイコンをクリックすると、

番組の主要な映像（静止画）

を記録したサムネイル画像と

番組の録画日時やタイトル、

記録したメモなどを一覧表

示。番組の内容がひとめで

確認できます。

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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朝、インターネットでその日のテレビ番組をチェックして録画予約。

予約し忘れた番組は、iモードで外出先からでも予約OK。

また、たくさん録画した番組は、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したり。

「Giga Pocket」なら、録画予約や録画した番組の管理もスピーディー＆スマートです。

iモードやインターネットで番組予約。スマートに番組管理。「Giga Pocket」の多彩な機能で快適に楽しめる。
◎ テ レ ビ 生 活

多彩な予約・スムーズな番組管理

◎たくさん録
と

った番組をスマートに管理。見たい番組をすぐに探せる。

えをする必要もなく、見たい番組をどんどん録画予

約が可能。

＊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、番組によっては録画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対応番組情報サイトで

番組を選択し、「予約ボタン」＊2のクリック操作など

で、スムーズに録画予約を設定できます。ハードディ

スク録画のため、面倒なテープの頭出しや入れ替

◎インターネットで番組探し。録画予約もその場でOK。

外出先で予約「Giga Pocket」で予約

iモード端末で予約
iモード版「テレビ王国」

クリエで予約
「TVscape」バイオノートで予約

「PicoPlayer」
（22ページ参照）

インターネットで予約
「テレビ王国」

フレキシブルな通常予約
「予約マネージャー」

' 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、外出先にいながらi

モード対応端末を使用して録画予約をすることが

できます。

※インターネット常時接続の環境か、または定期的なダイヤルアップ接続の設

定が必要です。また、サスペンドでの待機はできません。

※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。

◎外出先や他のバイオなどでも予約できる。多彩な予約スタイル。

「DVgate」と「Giga Pocket」でファイル交換ができる。

※写真はPCV-RX62KL5です。画面はハメコミ合成です。※写真のバイオC1 PCG-C1VS／BW、クリエPEG-N700C、携帯電話DoCoMo by Sony SO503iは別売です。

ギ ガ ポ ケ ッ ト

帰宅後に予約情報をバイオに転送

アイコンで番組の状態を確認できる。

アイコン

表示

'ジャストクロック機能でタイマー録画が正確に

行える：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です＊1。また、時報

に合わせて内蔵時計を修正するジャストクロック

機能＊2により、タイマー録画が正確に行えます。

＊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。



録画した朝のニュースをクリエで持ち出して、通勤途中に見る。

ワイヤレスLANを使って、別の部屋からバイオノートで「Giga Pocket」を操って楽しむ。

また、CD-RやDVD-Rに書き出せば、手軽に持ち運んで他のバイオでも楽しめる。

バイオRXをビデオサーバーにすると、新しい映像ネットワークの楽しみが生まれます。

※30ページをご覧ください。

※写真はPCV-RX72KL5です。画面はハメコミ合成です。
※写真のバイオC1 PCG-C1VS／BW、ワイヤレスLAN スターターキットPCWA-A100C、クリエPEG-N700C、メモリースティック、「メモリースティック」用PCカードアダプターMSAC-PC2Nは別売です。

素材リスト

プレイリスト

フィルムロール

※26ページを

ご覧ください。

22 23
ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

録画した番組をバイオノートで見る。クリエで持ち出す。テレビの楽しみはネットワークでもっと広がる。
◎ テ レ ビ 生 活

映像サーバー・映像コレクション

'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：「PicoPlayer」は、バイオノー

トなど「Giga Pocket」を搭載しないバイオ＊1でも

「Giga Pocket」で録画した映像が再生できるソ

フトウェア。「Giga Pocketサーバー」機能と連携

し、家庭内ネットワークを使用してバイオノートでテ

レビ番組を楽しんだり、映像をバイオノートのハード

ディスクに＊2に取り込んで、外出先で番組を見るこ

とが可能。見たい番組を好きな時に好きなところで

見るという、新しい楽しみを提供します。また、

「PicoPlayer Ver.4.1」では、再生速度を2倍か

ら0.5倍速までコントロール可能になりました。早送

り再生など、より手軽に番組を楽しめます。

＊1：2000年10月以降に発売のバイオには、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、「Giga Pocket」搭載バイオが備

えるインストーラーを使用してインストールすることができます。

＊2：他のバイオのハードディスクに取り込んだ場合は、MPEG1形式の映像のみ

再生可能です。ただし、2001年1月以降に発売のバイオの「Giga Pocket」搭

載機種ならびにDVD-ROMドライブ搭載機種には、「PicoPlayer（MPEG1・2再

生可能）」をプリインストールしています。それ以外の機種の方には、MPEG2形式

の映像の再生に対応した「PicoPlayer Premium」を、VAIOホームページ内

「UPGRADE AREA」で有償にてご提供しています。

※「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。

◎「PicoPlayer」で、他のバイオでもテレビ番組の再生が可能。

◎バイオならではの映像コレクション。

'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」は、録画した番組の

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

保存すれば、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

シーンを抜き出す＊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。

'ビデオ作品やテレビ番組をCD-RやDVD-R／

RWに書き出して、MPEG2の高画質で再生可能：

ビデオエクスプローラの「書き出し」機能を使用し、

CD-RやDVD-R＊にビデオ作品やテレビ番組を保存

することが可能です。このとき同時に「PicoPlayer」

を添付することで、再生環境を持たないバイオでも

MPEG2の高画質映像を再生して楽しめます。

＊PCV-RX62K・RX52シリーズはPCVA-DRW1を使用します。
※DVD-R／RWメディアに保存する場合、またPCV-RX72KシリーズでCD-
Rメディアに保存する場合は、ライティングソフト「Primo DVD」と連携してデー
タ形式のディスクとして保存されます。いずれもDVDプレーヤーで再生できる
フォーマットではありません。
※PCV-RX62K・RX52シリーズで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・DVD-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。

高画質（MPEG2）�録画モード�

CD-R

DVD-R／RW

約10分� 約20分� 約1時間5分�

約70分� 約140分� 約7時間�

ビデオCD相当�
（MPEG1）�標準（MPEG2）�

'「クリエ」やサイバーショットで番組が再生で

きる：動画フォーマット変換機能（21ページ参

照）を使用し、録画した映像を手軽な操作でソ

ニーの「クリエ」やサイバーショット用の形式に

変換することが可能＊1。「Giga Pocket」で録

画した番組をメモリースティックに保存＊2し、ソ

ニーのクリエやサイバーショットS75＊3で再生し

て楽しめます。また、MPEG2とMPEG1の同

時録画機能も実現＊4。これはハードウェア処理

◎動画フォーマット変換機能で、映像ファイルを用途に応じて使い分け。

でMPEG2録画を行い、同時にソフトウェア処

理によってMPEG1録画を行うバイオならでは

の機能です。これにより、テレビの大画面で楽

しむときは高画質なMPEG2を、CD-Rに保存

するときはコンパクトなMPEG1を使うなど、用

途に合わせて使い分けることができます。

＊1：クリエ用の変換機能は、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。

＊2：ご使用の際はメモリースティック用PCカードアダプターMSAC-PC2Nなど
が必要になります。
＊3：2001年5月現在で対応しているサイバーショットは、DSC-S75のみです。

＊4：同時に別の番組を録画する機能ではありません。

VA IOホームページ内の「EN JOY

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。

VAIOホームページ
『Giga Pocket』で、あなたのテレビ生活が変わる！

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

新しいテレビ生活

「Giga Pocket」の楽しみ方を

ガイド。

ワイヤレスLAN

イーサネット
100BASE TX／10BASE T

メモリースティック i.LINKによるネットワーク接続

CD-R、DVD-R

！



音楽コレクションやビジュアルコミュニケーションまで、思う存分楽しめる充実の付属ソフトウェア。

「OpenMG Jukebox」で音楽をコレクション。

デジタルハンディカムやサイバーショットで撮った画像は、「PictureGear」でまとめて管理。

「LabelMaker」でオリジナルDVDのジャケットを作ったり、「PictureToy」でお絵書きメールを楽しんだり。

充実した付属ソフトで、バイオの世界が大きく広がります。

「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。高速ズームやコレクション機

能、画像検索機能を備え、大量の画像データも快

適に整理できます。動画や静止画をソニーのクリ

エで表示できる形式に変換することもできます。

※画面はハメコミ合成です。※写真のネットワークウォークマンNW-MS9は別売です。※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

◎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のインストールはサポートの対象外となります。なお、Windows® Millennium Editionをプリインスト
ールしたバイオに対しては、Windows® 2000 Professionalを動作させるための情報とドライバーなどのモジュールの提供を今後予定しています。詳細は、VAIOホームページ内「SUPPORT」をご覧ください。 ＊2：DVgate Ver.2.3／
MovieShaker Ver.3.0／Smart Capture Ver.4.1およびUrecSight Ver.1.3は、2001年5月10日現在、ソニーが2001年4月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含
む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。ただし、PCV-RX52シリーズの場合、DCR-VX1000、およびDV端子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。● Sonic、Sonic Solutions、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 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-mode／アイモード」、「iモード／アイモード」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」、「RealJukebox」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©1991-2001 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KDDI株式会社の登録商標です。●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。●2001 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。● Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirusは、Symantec Corporationの登録商標です。2001 Symantec Corporation. All Rights Reserved.  ●「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
OS OS Microsoft® Windows® 2000 Professional（Service Pack1対応）

（PCV-RX72K・RX62Kシリーズのみ）＊1

Microsoft® Windows® Millennium Edition

（PCV-RX52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.2.3＊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.3.0＊2

Adobe® Premiere® 6.0日本語版（PCV-RX72Kシリーズのみ）

Adobe® Premiere® 5.1 LE日本語版（PCV-RX62Kシリーズのみ）

MPEGオーサリングソフト DVDit! for VAIO（PCV-RX72K・RX62Kシリーズのみ）

Premiereエフェクトプラグイン SoftSPARKLE®サンプル版（PCV-RX72K・RX62Kシリーズのみ）

サウンド編集 DigiOnSoundTM Light（PCV-RX72Kシリーズのみ）

DVD-R／RW・CD-R／RWライティングソフトウェア PrimoDVD（PCV-RX72K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（PCV-RX62K･RX52シリーズのみ）

CD-R／RWライティングソフトウェア Easy CD CreatorTM 4 Standard（PCV-RX62K･RX52シリーズのみ）

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-RX72Kシリーズのみ）

ラベル作成 LabelMaker Ver.5.0

オーディオ MPEG録画／管理／再生 統合ソフト Giga Pocket Ver.4.1

&ビジュアル Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー PicoPlayer Ver.4.1（MPEG1・2再生可能）

Giga Pocket  iモード予約 iRCommander

DVD再生ソフト Media Bar DVD プレーヤー

SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理／再生ソフト OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO

音楽ファイル管理／再生ソフト RealJukebox 2 Basic

AV再生ソフト Windows MediaTM Player 7

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.1.3

コミュニケーション ライブ発信 URecSight Ver.1.3＊2

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-RX72K・RX62K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-RX72K・RX62K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

BIGLOBEサインアップナビ

DreamStart（DTIオンラインサインアップ）

リファレンスツール 地図ビューワー Navin’You Ver.5.1

クリエ用地図切り出しツール MapCutter 

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

PDFビューワー Adobe® Acrobat® Reader 4.0J

郵便番号検索 郵便番号検索ツール

ユーティリティー テキスト・メール読み上げソフト SimpleSpeech Ver.2.0

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 Norton AntiVirus 2001

カスタマーサポート VAIOマニュアル CyberSupport Ver.3.0 for VAIO（「できるWindows for VAIO」収録）

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

24 25
ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

「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／再生

したり、インターネット上の音楽配信サービスの利

用、対応ポータブルプレーヤーへの書き出しまで、

統合環境で快適に楽しめます。

＊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。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。

＊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）。

音楽CDの曲名データをスピーディーに取得:ハー

ドディスクにあらかじめ、

国内発売の邦楽・洋楽

約 76 , 000 枚の音楽CD

の曲名データを収録。

「OpenMG Jukubox」で音楽CDを録音する際

に、曲名データを自動で入力できます。データが見

つからない場合も、インターネットに接続すれば最

新のデータに参照できるので、新譜CDにも対応

可能＊1。さらに、インターネット上のオンラインCDシ

ョップ「CDNOW JAPAN」＊2にアクセスして、キ

ーワードを指定して検索することも可能です。
＊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.2.1J 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、同時に最大3台までの「OpenMG」
対応ポータブルプレーヤーへの取り込み（チェックアウト）が可能です。
◆プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「バイオ」にのみ戻す
（チェックイン）ことができます。
◆EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェッ
クアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはま
らない場合があります。
◆「OpenMG Jukebox Ver.1.x」付属のポータブルプレーヤーを、「OpenMG
Jukebox Ver.2.1」をプリインストールする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。

お手持ちのCDを録音する。インターネットで最新の音楽を購入する。

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

◎音楽の楽しみを広げる

「RealJukebox」搭載。

音楽CDや各種音楽ファイルの管理・再生が可能。

デジタルサウンドを幅広く楽しめます。

◎デジタルマップを多彩に

活用できる、「Navin' You」。

「Navin' You（ナビン・ユー）」は、パソコン上で

地図を活用するデジタルマップナビゲーター。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。地

図データは、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）」

を付属します。

※画面はゼンリンの「Navin' You専用マップサンプル版」です。

※付属するサンプル地図は、東京23区、名古屋市内、大阪市内です。

◎「Navin' You」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」で有償ご提

供しています。

VAIOホームページ：http://www.vaio.sony.co.jp/

静止画を活用して、ラベルづくりが

多彩に楽しめる「LabelMaker」。

デジタルカメラで撮った画像などを使って、CDや

MDなどのラベルプリントが楽しめるソニーオリジ

ナルソフトウェア。12カテ

ゴリー200種類以上の豊

富なテンプレートも用意

しています。

画像データをユニークな表示で

確認できる「VisualFlow」。

「VisualFlow（ビジュアルフロー）」は、メモリー

スティック＊やフォルダ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。静止画や動

画のサムネイルを並べて一覧表示できます。

＊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。

画像にお絵描き感覚で文字や絵を

書き込める「PictureToy」。

画像にフリーハンドで文字や絵を描いて楽しめ

ます。「PictureGear」「VisualFlow」「Navin '

You」と連携して、楽しいイラストを加えたり、地図

に文字やルートを書

き込むなど、静止画

を使った楽しみが広

がります。

◎豊富なオンラインアクセス

ソフトを用意。

オンラインカスタマー登録の後、画面のガイドに従う

だけで、「バイオネットワークサービス」などのインター

ネットプロバイダーへの入会手続きが行えます。

◎VAIOカスタマーのため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」（http://www.vaio.ne.jp/）
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

オ所有の証（@＊＊＊.vaio.ne.jp）を使ってメールの送受信ができる「バイオメ

ールアドレス」（月額基本料300円／税別）＊や、インターネットが使い放題の「バ

イオインターネットセット」（月額基本料1,800円／税別）など、さまざまなサービス

を用意しています。

＊ バイオメールアドレスのみのご利用も可能です。

※詳細は、バイオネットワークサービスのホームページをご覧ください。

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

PCV-RX72K・RX62K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。ハードウェアの性能をより高く引き出し、デジ

タルビデオ編集などの高度なマルチメディア処理

にも充分な性能を発揮します。

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

Millennium Edition」搭載。

PCV-RX52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。

静止画や動画を一括管理。画像の

活用に便利な「PictureGear」。

電子メールをもっと楽しくする

「Smart Capture」。

「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。カメラスルーの

映像はもちろん、デジタルハンディカムなら撮影済

みのDVテープからのキャプチャーも可能。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。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、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。



◎ i .L INK によるネットワーク接続：PCV-

RX72K・RX62Kシリーズにおいては「Smart

Connect Ver.3.0」、PCV-RX52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＊でのデータ転送が可能です。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などの処理能力により異なります。S400のi.LINK端子を装備した
Pentium®｣ 750MHzのバイオ同士の場合で、約 50Mbps～ 120Mbps
になります。
※PCV-RX72K・RX62K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-RX52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。

◎PCカードスロットやUSB端子など、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（TYPEII）を装備。豊富なPCカードを使

って機能を追加したり、「メモリースティック用アダプ

ター」（30ページ参照）を使って「メモリースティック」

に記録した静止画データをバイオに取り込めます。

また、USB端子を本体前面に2個、背面に2個＊装

備しています。＊PCV-RX52シリーズは1個です。

◎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：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。

※付属ディスプレイPCVA-15XD2でのみ
動作を確認しています。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。

DVD-RWドライブ、Pentium®4 1.70GHzの高速CPUをはじめ、バイオの世界を余裕で楽しめるハイスペック。

オリジナルDVDが手軽に作れる、DVD-RWドライブ＊搭載。

Pentium®4 1 .70GHzの高速なCPUをはじめ、マルチメディアの楽しみをさらに快適にする高性能を結集。

自分だけの映像作品をつくる楽しみを、より自由なテレビ生活を、

ハイパフォーマンスと、豊かな拡張性でサポートします。

＊PCV-RX72Kシリーズのみ。

◎Pentium®4 1.70GHz＊、850チップセッ

トなどのハイスペックを搭載：PCV-RX72Kシリー

ズには、NetBurstアーキテクチャーを採用した

Pentium®4 1.70GHzを搭載。プロセッサーシステ

ムバス400MHzの850チップセット、PC800規格の

RDRAM（64MB×2枚）との組み合わせにより、

優れたパフォーマンスを実現します。特にストリーミン

グSIMD拡張命令2に対応したソニー独自の「DV

←→MPEG2変換ソフトウェア」は、リアルタイムに迫

る高速MPEG2変換を実現しました。また、PCV-

RX62Kシリーズには、CPUにPentium®4 1.50GHz

を搭載。850チップセットやRDRAM（64MB×2枚）

など、上級機に迫るスペックとしました。
＊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。

◎1GHz AMD AthlonTMなど、基本性能

を向上：PCV-RX52シリーズには、1GHz AMD

AthlonTMプロセッサーを搭載。プロセッサーシス

テムバス200MHzのSIS 730Sチップセット＊とメ

モリーにPC133規格のSDRAM128MBを採用

し、基本性能を充実。ビデオ編集やテレビ録画も

快適に楽しめるハイコストパフォーマンスを実現し

ました。＊メモリーバスクロックは133MHzです。

◎メンテナンス性を高めたシャーシを採用：

スマートなデザインのマイクロタワー型シャーシは、

PCIボードやハードディスクの増設に配慮した構

造を採用し、メンテナンス性を高めています。
※ソニーが提供するアップグレードサービスを除き、PCIボードやハードディ
スクなどの周辺機器を増設された場合は、保証・サポートの対象外とさせて
いただくことがありますのでご注意ください。

◎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冷却ファンの

回転数を制御することにより、静粛性を高め、省

電力化にも貢献します。

◎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-RX72K・RX62K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を採用

し、スピーディーかつスムーズな画面表示が可能。

ビデオメモリーには、PCV -RX72Kシリーズに

32MBの SDRAM、PCV -RX62Kシリーズに

16MBのSDRAMを搭載しています。

◎DVD／CDディスクの読み出し／書き込み

が可能な DVD-RWドライブを搭載（PCV-

RX72Kシリーズ）：PCV-RX72Kシリーズには、

DVD読み出し最大4倍速（DVD-R／RWは最大

2倍速）、CD読み出し最大24倍速（CD-R／RW

は最大16倍速）のDVD-RWドライブを搭載。各

ディスクへの書き込みは、DVD-R 最大 2倍速

（DVD-RWは等倍速）、CD-R最大8倍速（CD-

RWは最大4倍速）です。また、PCV-RX62K・

RX52シリーズには、最大16倍速（CD-ROMは最

大40倍速）のDVD-ROMドライブと、読み出し最

大32倍速（CD-RWは最大20倍速）、書き込み最

大12倍速（CD-RWは最大8倍速）の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。

※PCV-RX62Kシリーズ・RX52シリーズ搭載のCD-RWについてのご注意
・「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-ROMドライブでは読み取れない
場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-
Rディスクでも、音楽用 CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再
生できないことがあります。
・DV動画ファイル（AVI形式）はCD-R／RWのいずれからも正しく再生
できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生し
てください。
・ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

◎DVD-R／RW＊ディスクやCD-R／RWデ

ィスクへのデータ書き込みを行うライティングソ

フトをプリインストール：PCV-RX72Kシリーズで

のDVD-R／RWディスクへの記録は、「DVDit! for

VAIO」（15ページ参照）によるDVDビデオディスク

制作のほか、データ書き込みには、ライティングソフト

ウェア「PrimoDVD」＊1で行います。PCV-RX62K・

RX52シリーズでは、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」＊2、音楽用CDやデータ用

CD-ROMが制作できる「EasyCD CreatorTM 4

Standard」＊2を使用します。

＊1：PCV-RX72Kシリーズでは、DVD-R／RW・CD-R／RWへのデータ保存

にPrimoDVDを使用しますが、本ソフトウェアはパケットライト機能は備えず、エ

クスプローラなどのファイル操作で直接記録することはできません。また、CD-R

の場合は追記できますが、DVD-Rの場合は追記できません（ディスクアットワン

ス記録のみ）。DVD-R・CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
＊2：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。

◎DVDビデオを高画質・高音質で快適に再

生：PCV-RX72KシリーズではDVD-RWドライ

ブで、PCV-RX62K・PCV-RX52シリーズでは

DVD-ROMドライブにより、DVDビデオを高画

質・高音質で再生可能。DVDビデオソフトの再

生は、「Media Bar DVDプレーヤー」で行い、

マウスでの操作のほか、付属のリモコンでの操作

も行えます。また、本体背面のアナログビデオ端

子から出力して、テレビにつないで大画面で再生

して楽しめます。このほか、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」によ

り、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。

＊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。
※DVD-ROMについてのご注意
・本機では地域番号（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。
※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。
・20または24ビットサンプリングレートの高音質で音楽が録音されたDVD
の中には、再生時にノイズが出るなど、再生に不具合のあるものが確認
されています。本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、
スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できること
を確認してからご使用ください。
・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とぎれたり、コマ落ちすることが
あります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも
確認されています。

◎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ADSL、

ケーブルテレビなどでのインターネット接続がハー

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.L INK 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4ピン端子（S400）を1個、背面

には6ピン端子（S400）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。

※写真はPCV-RX72KL5です。画面はハメコミ合成です。※写真のヘッドホンMDR-F1は別売です。※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

○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 5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-RX72KL5・RX62KL5・RX52L5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

○ AGピッチ 0 . 2 4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。

※USBハブ機能は接続する機器によっては動作しない場合がありますのでご注意ください。

［CPD-G420（L）の主な仕様］●CRTサイズ：19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：1920×1440（70Hz）●有効表示画面サイズ：幅352×
高さ264mm（4：3）、幅330×264mm（5：4）●走査周波数：水平30-110kHz、
垂直 48-170Hz●電源：AC100V･50／ 60Hz●消費電力：約130W（最大、
USB機器非接続時）、アクティブオフ時約 3W以下●外形寸法：幅：451×高
さ471×奥行461mm●質量：約25kg●プラグ＆プレイ機能：DDC2B／ 2Bi
●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

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インチディスプレイ。

19型FDトリニトロンマルチスキャンディスプレイCPD-G420（L）（PCV-RX72KV9付属ディスプレイ）

19型FD
トリニトロン

ハイコントラスト
ARコーティング

4ポート
USBハブ

○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。

※USBハブ機能は接続する機器によっては動作しない場合がありますのでご注意ください。

［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-RX62KV7・RX52V7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。

バイオRX
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用途に合わせて選べる付属ディスプレイ

大型エンクロージャー採用により、さらに高音質を実現した付属スピーカー。

PCVA-SP2
大型エンクロージャーと大口径ドライバーの搭載によ

りゆとりのある中低音域を再現し、さらに高音質化を

実現しました。大型サイズながらスリムな形状とするこ

とで、置き場所に困ることなくセットできます。また、前

面にヘッドホン端子を装備するため、手軽にお手持ち

のステレオヘッドホンが接続できます。

●最大出力：3W+3W（JEITA）●外形寸法：幅86×高さ250×

奥行163mm●質量：L側約660g、R側約720g

U

4ポート
USBハブ



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

バイオならではのつながる楽しみがもっと広がる、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から、PCカードやモデム端子まで、

パソコンとして充実したインターフェースを装備。

さらに、ビデオデッキのようにTVアンテナやビデオ入出力端子まで備え、映像機器としても

充実したインターフェースを用意しました。

さまざまな機器をつなぐほどに、バイオならではの世界がさらに広がります。

※写真はPCV-RX72KL5です。画面はハメコミ合成です。

i . L I N K
4ピン�

オーディオ／ビデオ入力�
前面端子�

U  S  B

正面
（PCV-RX72K）

背面
（PCV-RX52）

z

.

v

b

n

⁄1

⁄2

⁄3 ⁄4 ⁄5

（USB接続）

⁄6 ⁄7

■スクロール機能対応　

ホイール

マウス
（PS／2接続）

Giga Pocket・DVD用

リモコン・受光ユニット

⁄0

,

m

⁄7

⁄0

⁄1

⁄2

i . L I N K
4ピン�

オーディオ／ビデオ入力�
前面端子�

U  S  B

正面
（PCV-RX62K・RX52）

x

c

v

b

n

i . L I N K
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

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。

クリエやサイバーショットなど
の各種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

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-RWドライブ

x DVD-ROMドライブ

c CD-RWドライブ

v フロッピーディスクドライブ

b 電源／サスペンドスイッチ

n PCカードスロット（TypeII）
m キーボードポート（PS／2）

, マウスポート（PS／2）

. シリアルポート

⁄0 オーディオライン入力

⁄1 マイク入力

⁄2 拡張スロット
PCV-RX72K・RX62K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-RX52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（DVIコネクターポート）

⁄3 プリンター／パラレルポート

⁄4 AC INPUT（AC電源入力）プラグ

⁄5 MIDI／ゲーム端子

⁄6 デジタルディスプレイ用コネクター（DVI）＊3：
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。

⁄7 ディスプレイ用コネクター

⁄8 電話回線端子

⁄9 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。
＊3：付属ディスプレイPCVA-15XD2でのみ動作を確認
しています。

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�

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  Bi . 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-RX72K・RX62K）

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。

m ,

⁄8 ⁄9

⁄8 ⁄9

⁄4

⁄3

.

⁄6

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-SP2

オーディオ出力�

ネットワーク�
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テレビアンテナやビデオ機器をバイオに接続。
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バイオのある生活がもっと楽しくなる。

i .LINKハードディスクで、作品づくりに必要な映像をどんどんストックする。

ワイヤレスLANを使って、映像ネットワークを無線で楽しむ。

バイオカメラで、気軽にビジュアルコミュニケーションする。

バイオギアで、バイオの楽しみがもっと広がります。

※画面はハメコミ合成です。※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。30 31

関 連 製 品

※「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。

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

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（80GB）

PCVA-HD08
オープン価格

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5時間40分（HD08）、約2時間50分（HD04）

●i.LINK端子（6ピン×2）●外形寸法：幅171×高さ58×奥行き

304mm●質量：約2.4kg（本体のみ）

※i.LINKケーブルは付属しません。

※PCVA-HD08・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。

155万画素メガピクセルCCD搭載。
動画も静止画も高画質なネットワークハンディカム。

3.5型液晶モニター搭載

デジタルビデオカメラ

レコーダー

DCR-TRV30 
オープン価格　

※本機をお使いになるには、別売のアクセサリーキット（ACCKIT-

QMM7）希望小売価格33,500円（税別）が必要です。

総画総数334万画素＊CCD、カール ツァイス光学
3倍ズームレンズなどの高画質を実現した「スタミナ
サイバーショット」S75。 ＊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-S75 
オープン価格

●「メモリースティック」（8MB）、USBケーブル、リチャージャブルバ

ッテリーパック、ACアダプター、CD-ROM2枚付属

320×320ドットの高解像度表示。映像も音楽も快
適に楽しめる「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-N700C 
オープン価格

●320×320ドット、256色表示カラー液晶ディスプレイ採用●

バックボタン付きジョグダイヤル搭載●パームOS搭載●外形

寸法：幅71.0×高さ118.5×奥行16.8mm●質量：約160g

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

※省電力モードでは動作しない場合があります。

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-RX72K・RX62K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-RX72K・RX62K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-RX52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-RX52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

インターネットやLANを無線で楽しめる。ADSL
接続にも対応したバイオのワイヤレスLAN。

ワイヤレスLAN スターターキット

PCWA-A200C 
オープン価格
ワイヤレスLAN スターターキット

PCWA-A100C（モデム内蔵）
オープン価格

●ワイヤレスLANアクセスポイ
ントとワイヤレスLAN PCカー
ドPCWA-C100のセット。

※写真はPCWA-A100Cです。

［ワイヤレスLANアクセスポイント 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。● PCWA-A200C ：Ethernet
（10BASE-T）端子のみ装備。 PCWA-A100C ：V.90モデムと
Ethernet（10BASE-T）端子を装備。 ●ワイヤレスLANソフトウェア
Ver.2.1は、PPP over Ethernet（PPPoE）使用のADSLプロバイダ
ーへの接続と、複数アクセスポイント間でのローミングに対応。●規格：
IEEE802.11/802.11b（無線LAN標準互換プロトコル・最大11Mbps）
●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：PCWA-A200C:約450g、PCWA-A100C:約480g

複数のバイオでワイヤレスLANが楽しめる
「ワイヤレスLAN PCカード」。

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。

PCV-RX62K・RX52シリーズでもDVD制作が楽しめるi.LINK DVD-RWドライブ。

i.LINK DVD-RWドライブ

PCVA-DRW1 
オープン価格

PCV-RX62K・PCV-RX52シリーズで、オリジナルの映

像作品をDVDに記録したり、DVDディスクへのデータ

書き込みが可能なi.LINK DVD-RWドライブ。ホットプ

ラグ＆プレイによりi.LINK端子に接続してすぐに使用で

きます。

●読み出し：最大24倍速（CD-ROM）、最大16倍速（CD-

R／RW）最大4倍速（DVD-ROM）、最大2倍速（DVD-

R／RW）●書き込み：最大8倍速（CD-R）、最大4倍速（CD-

RW）、最大2倍速（DVD-R）、等倍速（DVD-RW）

●付属品：電源コード、アクセサリーCD-ROM（1枚）、●付属

ソフト： PrimoDVD、DVDit! for VAIO、MediaBar

※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。

※本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲

載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作に

ついて基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配布開始時

点（裏表紙参照）では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合が

あります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラム

が必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に

確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関

連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご

案内しています。

「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.2.3／MovieShaker Ver.3.0／

Smart Capture Ver.4.1およびUrecSight Ver.1.3は、2001年5月10日現在、ソニ

ーが2000年4月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モ

デル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動

作を確認しています。ただし、PCV-RX52シリーズの場合、DCR-VX1000、およびDV

端子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.2.3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。

バ イ オ ギ ア

◎サポート情報の総合的な入口：「CyberSupport（サイバーサポート）」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘ
ルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報など、ハードディスク上のさまざまなサポート情報をまとめて管理し、手軽に閲覧・

検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオ

を快適に楽しむための入口として活用できます。

◎「できるWindows for VAIO」：Windowsの基本操作を図解入りでやさしく解説した、（株）インプレス社のパソコン
解説書「できるWindows for VAIO」（HTML版）を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこと

もできるので、Windowsの基

礎知識や基本的な操作方法

などをステップアップ形式で

習得できます。

＊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。

カスタマー登録は電話回線（フリーダイヤル）やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。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。

VAIO
オンライン
カスタマー登録

いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。

使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。

インフォメーション

サ ポ ー ト

サ ー ビ ス

VAIOホームページ
（http://www.vaio.sony.co.jp/）
バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお

知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに

関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news（無料メールニュース）
（http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/）
VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カ

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。

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

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されたい場合は、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）※PCV-RX72K、RX62K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。

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。

困ったこと、わからないこともスマートに解決。

◎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掲載しています。

◎Q&Aサーチ：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。

◎MySupporter＊：VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。
＊ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）

UPGRADE AREA（アップグレードエリア）
（http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/）
「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用の

特典サービスとして開設している、ショッピング・サービスペー

ジです。ご所有のバイオを一層ご活用いただき、より快適に

楽しく使い続けていただくためのアップグレードソフトや関連

製品、限定グッズ、各種サポート・サービスなど、さまざまなア

イテムやサービスをご提供しています。

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

「MySupporter」

「SUPPORT」

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO」（サイバーサポート）

「CyberSUPPORT」 「できるWindows for VAIO」

Se
rv

ic
e 

Su
pp

or
t

DVDプレーヤー●外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm

●質量：約2.7kg

※i.LINKケーブルは別売です。

※対応機種：PCV -R7 3 ･R6 3シリーズ、PCV -RX70K･

RX60K･RX50シリーズ、PCV-RX71K･RX61K･RX51シリ

ーズ、PCV-RX72K･RX62K･RX52シリーズ、PCV-MX3GK、

PCV-MX5GK、PCV-LX50G、PCV-LX51G／BP、PCV-

LX92G／BP、PCV-LX52G／BP、PCV-J20GV7BP



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。●仕様内のJEITAは、電
子情報技術産業協会の規格による測定値です。●“PlayStation”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテ
インメントの登録商標です。●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、この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8年保有しています。 ●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

2001.7
カタログ記載内容2001年7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

FWTP-3   Printed in Japan.   （84995456）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

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

本製品をご購入いただいたお客様には、2001年下半期に予定されるMicrosoft® Windows® XPの発売日以降、1）Windows® XPアップグレードキット、2）ドライバー類、 

3）アプリケーション類をあわせて優待価格7,000円（税別・送料込）でご提供いたします。このプログラムのご利用により、バイオ独自の機能やソニーオリジナルソフト�

ウェアをWindows® XP環境下でもご利用いただけます。詳しくは、VAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp）および製品同梱のご案内文書をご覧ください。�

「バイオRX」PCV-RX72K・RX62K・RX52シリーズの主な仕様
モデル PCV-RX72Kシリーズ PCV-RX62Kシリーズ PCV-RX52シリーズ

＊1：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。＊2：標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、PCVA-MM256Rを2セット（128MB RIMMメモリーモジュールを4枚）増設した場合です。＊3：標準実装さ

れているメモリーモジュールを取り外し、256MB DIMMメモリーモジュールを2枚増設した場合です。＊4：本体から出力可能な表示モードです。付属ディスプレイにより表示できない場合があります。＊5：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。＊6：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、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-RX72Kでは約74GB（Cドライブ：約6.5GB／Dドライブ：約68GB）、PCV-

RX62K・RX52では約56GB（Cドライブ：約6.5GB／Dドライブ：約49GB）となります。＊7：DVD-Rは、DVD for General Ver.2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。＊8：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。＊9：High Speed

対応CD-RWディスクへの書き込みは対応していません。＊10：CD-RW8倍速書き込みは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。High Speed非対応ディスクの場合、書き込み速度は最大4倍速となります。＊11：DVIコネクターは、付属ディスプレイPCVA-15XD2

でのみ動作を確認しています。マルチモニター接続機能はありません。＊12：衛星放送の受信はできません。また、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。＊13：ボード長が25cmを超えるPCIボードは装着できません。＊14：56kbps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。＊15：PCV-RX52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 1.70GHz Pentium® 4プロセッサー 1.50GHz 1GHz AMD AthlonTM プロセッサー

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＊1／8KB・データキャッシュ／
1次キャッシュ128KB／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 SIS 730Sチップセット

メインメモリー 標準／最大 128MB／512MB＊2（RDRAM） 128MB／512MB＊3（SDRAM）

プロセッサーシステムバス 400MHz 200MHz（メモリーバスクロック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） SIS 730チップセットに内蔵

ビデオメモリー 32MB（SDRAM） 16MB（SDRAM） 16MB（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）＊4 1677万色（1280×1024、1024×768、800×600、640×480）＊4 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）＞＊6 約60GB（Cドライブ約7GB／Dドライブ約53GB）＜Ultra ATA（100）＞＊6

（MPEG映像録画時間）＊6 高画質 約20時間／標準 約39時間／ビデオCD 約107時間 高画質 約14時間／標準 約28時間／ビデオCD 約77時間

（DV映像記録時間）＊6 約5時間15分 約3時間40分

ドライブ ●DVD-RWドライブ／書き込み：最大2倍速（DVD-R）*7、等倍速（DVD-RW）*8、 ●DVD-ROMドライブ／CD最大40倍速 DVD最大16倍速

最大8倍速（CD-R）、最大4倍速（CD-RW）*9、読み出し：最大4倍速（DVD-ROM）、 ●CD-RWドライブ／書き込み：最大12倍速（CD-R） 最大8倍速（CD-RW）＊10

最大2倍速（DVD-R／RW）、最大24倍速（CD-ROM）最大16倍速（CD-R／RW）パイオニアDVR-103 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（PCV-RX72K・RX62K×2、PCV-RX52×1）

●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]×1）＊11●MIDI／ゲーム端子[PCV-RX72K・RX62K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○TV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、ステレオ、2カ国語）＊12 ●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-RX72K・RX62K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）＊13 AGP×1（0）

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（1） 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）＊14／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）＊15

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）、

Giga Pocket／DVD用赤外線リモコン、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）

デジタルビデオ編集読本（CD-ROM付き）（PCV-RX72K・RX62Kのみ）

電源 AC100V±10%／50～60Hz

消費電力 約150W（最大約300W）／スタンバイ時約5W 約160W（最大約300W）／スタンバイ時約5W 約130W（最大約250W）／スタンバイ時約5W

エネルギー消費効率 R区分0.00110 R区分0.00125 R区分0.00164

本体外形寸法 幅203mm×高さ366mm×奥行371mm（突起物を除く）

質量 約12.5kg 約13kg 約12.5kg


