ノートブックコンピューター
［バイオノートNV］

PCG-NV99M/BP・NV77M/BP・NV55/BP

楽 し み を 、セ レ クト ＆ チ ェ ン ジ 。

●写真はPCG-NV99M/BPです。●写真のMDウォークマンMZ-E909は別売です。

●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。

エ ン タ ー テ イ ン メ ント を 、入 れ か え る 。
バ イ オ ノ ート N V 。
音楽をMDに録音する。迫力あるサウンドでDVDビデオを見る。
静止画をアレンジして活用する。オンラインゲームで遊ぶ。家計簿や表計算に役立てる。
「バイオノートNV」は、さまざまな用途に合わせて
ユニットを入れ替えて使える「エンターテインメントベイ」を搭載。
向き合う人に合わせて、目的に合わせて、多彩に楽しめます。

音楽を集める・聴く・連れ出す。

DVDビデオの迫力を楽しむ。

お気に入りの画像を加工・プリントする。

ゲームで遊ぶ。表計算や家計簿に役立てる。

用途に応じて使いわけられる
「エンターテインメントベイ」。

バイオノートNVラインアップ。

Net MDやテンキーなど4種類のベイ ユニッ
トを目的に応じて入れ替えられるエンター
テインメントベイを搭載。
「バイオノート

ノートブックコンピューター

ノートブックコンピューター

ノートブックコンピューター

NV」が、さらに楽しく、多彩に使えます。

PCG-NV99M/BP

PCG-NV77M/BP

PCG-NV55/BP

オープン価格

オープン価格

オープン価格

※エンターテインメント ベイ ユニットは、電源を入
れたままでの着脱（ホットスワップ）が可能です。

■15型SXGA＋対応 TFTカラー液晶
■ハードディスクドライブ：約40GB
■エンターテインメントベイ

■15型XGA対応 TFTカラー液晶
■ハードディスクドライブ：約30GB
■エンターテインメントベイ

（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット、Net MD ベイ ユニット、
コンパクトウーファー ベイ ユニット、テンキー ベイ ユニット）

（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット、
Net MD ベイ ユニット）

■15型XGA対応 TFTカラー液晶
■ハードディスクドライブ：約30GB
■エンターテインメントベイ
（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット）

◎付属

■2.4GHzワイヤレスLAN搭載

全
モ
デ
ル
共
通

PCG-NV99M/BP・NV77M/BP

■Windows XP Home Edition ■モバイル インテル Pentium 4プロセッサー1.60GHz-M ■メモリー：256MB（256MB×1）
■CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ■スタミナ：最大約3.5時間＊1 ■モデム：最大56kbps＊2（V.90/K56flexTM） ■ i.LINK端子 S400（4ピン）×1
■マジックゲート対応メモリースティックスロット ■ネットワークコネクター
®

■ MDに音楽を高速録音できる、
Net MD ベイ ユニット。

®

®

◎別売Net MD ベイ ユニット PCGA-MDN1

PCG-NV55/BP
TM

＊1 バッテリー使用時間はバッテリーパック（本体付属）使用時、省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。＊2 Ｖ.90とK56flex を自動判別し
て切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は36.6kbpsが最大速度になります。実際の通信速度は、回線品質などの状況により変動します。一般電話回線のみに対応し
ています。ホームテレホン用の回線など、構内交換機（PBX）を経由する接続は行えません。

■ 迫力の重低音を楽しめる、
コンパクトウーファー ベイ ユニット。
◎付属

ブロードバンド時代のセキュリティーに対応

バイオは、高い信頼性を持つウイルス対策ソフト「Nor ton AntiVirus」を標準装備しています。
※ウイルス定義ファイルの更新サービスは、ご使用開始から180日間、無償でご利用いただけます。

■ 数字をスピーディーに入力できる、
テンキー ベイ ユニット。
◎付属

PCG-NV99M/BP
◎別売テンキー ベイ ユニット PCGA-TKN1

PCG-NV77M/BP・NV55/BP

■ 3.5型フロッピーディスクドライブ
ベイ ユニット。
全機種に付属。

PCG-NV99M/BP
※別売はありません。

◎写真はPCG-NV99M/BP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。◎画面はハメコミ合成です。
®

2

®

Microsoft Windows のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell
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好奇心がふくらむ豊富なソフトウェア。

快適な使いやすさと充実の性能。

オーディオ&ビジュアル

パワフルな性能で音と映像を楽しむ。
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサー1.60GHz-Mを搭載。
動画や3Dゲームのスムーズな描画を実現するグラフィックアクセラレーター、ATI Technologies社製MOBILITYTM RADEONTM 7500を採用。
大量の画像データや音楽ファイルを余裕をもって保存できる、約40GB＊の大容量ハードディスクドライブを搭載。
映像や音楽などを快適に楽しめる、256MBの大容量メモリー。最大512MBへの増設も可能。

OpenMG対応 音楽ファイル管理/再生ソフト

＊ PCG-NV99M/BPに搭載。PCG-NV77M/BP・NV55/BPは、約30GBです。

SonicStage
Ver.1.2 for VAIO

DVD再生ソフト

お気に入りの音楽をバイオにストック。

手軽に高画質のDVDビデオを再生。

WinDVD 3.2＊1
TM

Giga Pocket専用ビューワー/
コントローラー

快適に使える機能を搭載。

PicoPlayer Ver.5.0

＊2
（MPEG1・2再生可能）

ムービープレーヤー

「Giga Pocket」で録画した
テレビ番組が見られる。

QuickTime 5

広々としたデスクトップで快適に作業ができる、15型 SXGA＋対応＊ TFTカラー液晶搭載。

ネットワーク対応音楽プレーヤー
ストリームプレーヤー

SonicStage Player

クリエーション

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブとフロッピーディスクドライブ搭載のオールインワンタイプ。

AV再生ソフト

RealPlayer 8 Basic

音楽を手軽に再生。

Windows Media Player 8
TM

エンターテインメント

音楽をマジックゲート メモリースティックに書き出して手軽に持ち出せる、マジックゲート対応メモリースティックスロットを搭載。

ホームネットワーク

回す・押すでさまざま機能を快適に操作できる、バックボタン付きセンタージョグを搭載。
＊ PCG-NV99M/BPに搭載。PCG-NV77M/BP・NV55/BPは、15型 XGA対応です。

「バイオノートNV」で使用できるメディア。

音楽・動画・静止画ポータル

VAIOメディア・ランチャー
（VAIO Media Launcher）

ネットワークで音楽や映像を
多彩に楽しむ。

DV動画/静止画 入出力/簡易編集

DVgate Ver.2.5（MPEG2変換対応）
デジタルビデオを高精度に編集。
静止画作成・加工（ペイント）

ネットワーク対応ロールプレイングゲーム

DigitalPrint Ver.1.1

PictureToy Ver.1.1

ファンタシースターオンライン

オリジナルラベルやアルバムづくりに。

静止画に楽しくお絵かき。

世界中のプレーヤーと会話しながら冒険。

アルバム/ラベル作成・プリント

＊4

カスタマーサポート

CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM
ディスク ディスク ディスク

ミニディスク
（MD）

フロッピー
ディスク

メモリー
マジックゲート
スティック メモリースティック

インジケーター
動画編集・加工

MovieShaker Ver.3.3
（MPEG2変換対応）

VAIOマニュアル

遊び感覚でビデオクリップづくり。
画像ファイルマネジメント

はがき作成

PictureGear Ver.5.1

筆ぐるめ for VAIO

CD-R/RWライティングソフトウェア

さまざまな動画・静止画を一括管理。

手軽にポストカードがつくれる。

Drag'n Drop CD Ver.2.0

コミュニケーション

電源ボタン

内蔵スピーカー

Gen-On Ver.1.1
＊3

リファレンスツール

音楽と映像をつないで重ねて遊ぶ。

ステーショナリー

HELPボタン

2.4GHzワイヤレスLAN
ワイヤレスON/OFF切換スイッチ
（PCG-NV99M/BPのみ）

CyberSupport Ver.3.5
for VAIO

サウンド&ビジュアルミキシングソフトウェア

（
「できるWindows XP for VAIO」収録）

困ったことも、スマートに解決。

ユーティリティー

インテリジェント・タッチパッド

インジケーター

オンラインビジュアルコミュニケーション

Q-zé Talk（キュゼ・トーク）
Ver.1.2
ネットワークを使って
文字や絵でおしゃべり。

インターネット放送

URecSight Ver.2.2
映像をインターネットで個人放送。

デジタルマップナビゲーター

家計簿ソフト

Navin' You Ver.5.5

てきぱき家計簿マム3

デジタルマップでルート探索。

楽しく手軽に家計診断。

クリエ用地図切り出しツール

MapCutter Ver.2.0

Norton AntiVirus 2002
統合ソフトウェア
（ワープロ/表計算/個人情報管理/
マルチメディア統合辞典/オフィス学習）

Microsoft Office XP Personal
®

サービスプロバイダー

Navin' You専用マップ2

OCNスタートパック for
Windows Ver.3.1

サンプル版

イー・アクセス ADSL
スターターキット
ビジュアルコミュニケーション

Smart Capture Ver.4.3
手軽な操作でビデオメール送信。

ODNスターターキットソフトウェア
ぷらら入会／接続ソフト
（P'z Dialer）
@niftyでインターネット
AOL 7.0 for Windows

電子メール

Microsoft Outlook Express 6
®

インターネットブラウザー

Microsoft Internet Explorer 6
®

サンプル地図データ

So-net簡単スターター

DIONオンライン
サインアッププログラム
インターネットするなら
BIGLOBE Ver.1.50

Navin' You専用
グルメ＆ドライブスポット

327 by Walkerplus.com

＊5

（Word 2002、Excel 2002、Outlook® 2002、Outlook®
Plus!、Bookshelf® Basic 3.0、Step By Step Interactive）

（東京23区・名古屋市・大阪市）
ユーザーズポイントサンプルデータ

ウィルスチェッカー

その他

PDFビューワー

Adobe Acrobat Reader
5.0J
®

®

音量調節ダイヤル

ジョクダイヤルツール

Jog Dial Navigator
PowerPanel

オンラインカスタマー登録

各種ユーティリティー

ネットワーク
コネクター

4
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エンターテインメントベイ

マジックゲート対応メモリースティックスロット

Net MD ベイ ユニット

i.LINK端子 S400（4ピン）

●PCG-NV99M/BP・NV77M/BPに付属
●別売Net MD ベイ ユニット PCGA-MDN1

モジュラージャック（モデム端子）

テンキー ベイ ユニット

Sony Notebook Setup
DC IN（電源入力端子）

VAIOオリジナルGUIセットアップ

OS

UI Design Selector

USBコネクター×3

Microsoft Windows XP
Home Edition＊6
®

®

＊1 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。＊2「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体ではご使用できません。＊3 パケットライト形式での記録機能は備
えていません。＊4「ファンタシースターオンライン」はCD-ROMで付属します。＊5 Service Pack1を含みます。
「Microsoft® Office XP Personal Step By Step Interactive」は、CD-ROMで付属しています。＊6 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（Office XP Personalは除く）
。OS単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。
※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。※これらのソフトウェアには 1）ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2）各ソフ
トウェアメーカーによるサポート 3 ）サポート対象外の3種があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています。

◎ 写真はPCG-NV99M/BPです。◎ 画面はハメコミ合成です。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

マイク入力
AV
出力端子

電源管理

Grami Best Selection/Grami Stick

バッテリーベイ

VisualFlow Ver.2.1

VAIO壁紙

情報配信

ヘッドホン出力

メディアブラウザー

電車交通案内

乗換案内 時刻表対応版

PCカードスロット
（TYPEⅢ×1またはTYPEⅡ×2）

ウィルスを発見、撃退。

VAIOオリジナル壁紙

VAIOオンラインカスタマー登録

バックボタン付きセンタージョグ

シリアルポート

排気口
外部ディスプレイ用端子
プリンターポート

●PCG-NV99M/BPに付属
●別売テンキー ベイ ユニット
PCGA-TKN1

コンパクトウーファー ベイ ユニット
●PCG-NV99M/BPに付属
●別売はありません。

3.5型フロッピーディスクドライブ
ベイ ユニット
●全機種に付属

ウェイトセーバー
●全機種に付属

◎ 写真はPCG-NV99M/BPです。

w w w. v a i o . s o n y. c o . j p / N V
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眠気ざましのヒップホップ、
MDにスピード・アウト。

SFXアドベンチャー、
ベッドルームにて上映。

好きな音楽は、ハードディスクにたっぷり録音。聴きたい曲は、MDに高速転送。
お気に入りの音楽を録音して、気ままに
再生したり、MDに書き出したりできる
「SonicStage（ソニックステージ）」
。

楽データをMDに転送することも可能です。転送には一般のMDディスク
を使用し、転送後は一般のMDプレーヤー（ATRAC3形式で転送した場
合はMDLP対応プレーヤー）で再生できます。※PCG-NV55/BPでは、別
売のNet MD ベイ ユニットPCGA-MDN1が使用できます。

◎動くスキン「ActiveSkin」で再生。
コンパクトな表示の「シンプルモード」には、
再生時にウインドウ内の背景映像が変化す
る、
「ActiveSkin（アクティブスキン）」を搭載。エ
ンターテインメントベイをモチーフにデザイ
ンされた「バイオノートNV」オリジナルスキン
もあります。

＊1

◎MDに書き出して、音楽を連れ出す。

＊1 PCG-NV99M/BP。66kbpsで1曲5分とした場合。＊2 66kbpsの
ATRAC3ファイルを転送した場合。TOCの書き込みには別途時間がか
かります。※「Net MD」は、パソコン上の音楽データをMDに転送（チェッ
クアウト）できる新しいMD転送規格です。著作権保護技術「OpenMG」に
対応し、音楽配信サービスから配信される（特に転送を許可された）音

音楽と映像を操る、演奏する、
「Gen-On（ゲンオン）」
。
楽器を弾くようにキー
ボードで演奏。キー
に割り当てられたフ
レーズやリズム、エ
フェクトを組み合わ
せて、音と映像の演奏を楽しめます。さらに
＊1
演奏した音楽はファイル で保存が可能。
「SonicStage」と組み合わせて、演奏データ
＊2
をCDやMDに録音できます 。
＊1 WAVE形式（.wav）＊2 無償ダウンロードにてご提供予定の
追加プログラムが必要です。

「コンパクトウーファー
ベイ ユニット」をエン
ターテインメントベイ
に装着すると、迫力の
ある低音域の再生が可能になります。音楽
を楽しむときはもちろん、DVDビデオの映
画や、ゲームも、臨場感あふれるサウンドと
ともに楽しむことができます。

エンターテインメントベイにNet MD ベイ
ユニットを装 着 すれば、
「SonicStage」を使用して、
音楽をMDに最大32倍速で
＊
高速転送、長時間録音 。
＊80分のMDなら、LD4モードで最大320分録音可能。
※PCG-NV99M/BP・NV77M/BPに付属。※PCG-NV55/BPでは、
別売のNet MD ベイ ユニットPCGA-MDN1が使用できます。

ワンタッチで立ち上がる、
ポップアップチルトスタンド。
「Net MD ベイ ユニット」および「コンパク
トウーファー ベイ ユニット」を使うときや、
キーボードの角度を変えたいときは、本体
底面のポップアップチルトスタンドをワン
タッチで立ち上げられます。
コンパクトながら、
迫力の重低音を再現。

マグネシウム合金で
小型軽量、スタミナ、
高音質。

アクティブスピーカーシステム

MDウォークマン

PCGA-SP1

MZ-E909

オープン価格

オープン価格

※PCG-NV99M/BPに付属。※別売はありません。

DVDビデオの再生を「バイオノートNV」の
迫力ある大画面で楽しむことができます。
また、CD-R/RWディスクへの書き込みも可
能です。

DVDビデオを再生できる
「WinDVDTM」
。
手軽な操作で、
DVDビデオソフ
トの再生ができる
TM
「WinDVD 」をプ
リインストール。
映画や音楽などの
DVDビデオソフトを楽しめます。

※詳しくは、11ページをご覧ください。

◎ 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。◎ 写真はPCG-NV99M/BPです。◎ 写真のMDウォークマン MZ-E909、アクティブスピーカーシステム PCGA-SP1、サイバーショット DSC-P9、カラーインクジェットプリンター MPR-505は別売です。◎ 画面はハメコミ合成です。
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深みのある低音を再生する
「コンパクトウーファー ベイ ユニット」
。

スピーカー特性図（例）

本体の左側面に「音量調節ダイヤル」を装備。
画面操作をしなくても、ダイヤルでスピー
カーの音量を調節することができます。

付属のAV接続ケーブルでAV出力端子とテ
レビを接続すれば、DVDビデオやゲームを、
迫力ある大画面で楽しめます。

-20

（dB）
-30

低
い

音量調節ダイヤル

テレビにつないで、
大画面でDVDビデオを楽しむ。

バイオノートNV
内蔵スピーカー
コンパクト
ウーファー
ベイ ユニット

-10

音
圧

手元で音量の調節ができる
「音量調節ダイヤル」
。

0

高
い

→

「Net MD」対応のNet MD ベイ ユニットを使
えば、
「バイオノートNV」にためた音楽を高速
（最大32倍速＊2）
でMDに転送できます。またMDLP
モードでの録音に対応し、長時間録音が可能。

※SonicStageのご利用にあたっては、著作権保護技術による制限
などのご注意事項があります。詳しくは10ページをご覧ください。

CD-RW/DVD-ROM一体型
ドライブを搭載。

←

お手持ちのCDから、
最大約12,000曲 をハー
ドディスクに高速録音。集めた音楽は、アー
ティスト別など、お好みのプレイリストで管
理。インターネット上で購入した音楽の登録
も可能です。オリジナルCDの作成、ポータ
ブルプレーヤーへの転送もできます。

MDに音楽を高速転送できる
「Net MD ベイ ユニット」
。

DVDで映画を鑑賞。その場がシアターになる。ウーファーで迫りくるサウンドを楽しむ。

-40
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←低い

1000

100

周波数（Hz）

10000

高い→

コンパクトウーファー ベイ ユニットが、内蔵スピーカー
のみでは表現できなかった中低音域を再生。

さざ波、やしの木、熱帯魚。
新鮮なうちにレイアウト。

バジル289円、アンチョビー380円。
入力は、カプチーノを飲みながら。

デジタルスチルカメラで撮った思い出を、加工する。プリントする。
フォトアルバムやラベルづくりが
手軽に楽しめる
「DigitalPrint（デジタルプリント）」
。
デジタルスチルカ
メラなどで撮 っ
た画像を使って、
オリジナルのフォ
トアルバムやポス
トカード、
CDジャ
ケット、MDやビデオテープのラベルづくりな
どが楽しめます。豊富なテンプレートの中から
お好みのレイアウトを選択するだけで、アルバ
ムが完成。タイトルやコメントなどの文字を入
れたり、画像に文字や絵、スタンプなどを加
えてアレンジできます。また、画像を選んで枚
数を指定するだけで焼増しプリントが可能。は
がきサイズの用紙にプリントすれば、手軽にオ
リジナルのポストカードがつくれます。
※印刷には市販のプリンターが必要です。※ラベルの貼付に
起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責
任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きを
よくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

静止画や動画を一括管理。
ホームページづくりにも便利な
「PictureGear（ピクチャーギア）」
。
さまざまな形式の静止画・動画を一括管理。

お気 に入 りの画
像をテーマごとに
分類できるコレク
ション機能、撮影
日やフォーマット
など多 彩 な条 件
から探せる画像検索機能を備え、デジタルス
チ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アルバムやオ
リジナルスクリーンセーバーなど、作る楽し
みも充実。また、コンパクトHTMLアルバム
を作成してiモード対応携帯電話で表示する
こともできます。

豊富なテンプレートで
ユニークなポストカードが
作れる「筆ぐるめ for VAIO」
。
暑 中 見 舞 や年
賀状をはじめ、
オリジナルのあ
いさつ 状 な ど
をスピーディー
に作成可能。イ
ラストやあいさつの文例などのテンプレー
トも豊富に用意。送付先の住所管理もでき
ます。

オンラインゲームで遊ぶ、表計算や家計簿を効率よくこなす。

画像を公開して、仲間同士で楽しめる
「イメージステーション」
。
家族や友人がいつ
でも閲覧できるイ
メージアルバムを
インターネット上
に手軽に作成でき
る、ソニーのデジ
タルイメージン
グ・コミュニティーサイト。会員登録すれば
「 PictureGear」や「 Smart Capture」、
「MovieShaker」などから画像をアップロー
ドして、サイト上に無料で掲載できます。
※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。※ご利用にあたっての注意や各サービスの詳細などは
イメージステーションのホームページをご覧ください。
（http://www.imagestation.jp/ ）

コンパクトボディで
高画質。

バイオにフィットする
カラーとデザイン。

インターネットで世界中の
プレーヤーと冒険できる
「ファンタシースターオンライン」
。
「ファンタシースター
オンライン」は、ネッ
トワーク上 のプ レ
イヤー同士で最大4
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人のチームを作り、
チャットをしながら冒険するオンラインゲー
ムです。簡単な単語を世界7か国の言語に翻
訳できる「ワードセレクト」や、絵文字による
「シンボルチャット」で、世界中のプレイヤー
と会話が可能。キャラクターは職業や種族、
性別の異なる9種類の中から1人を選択。顔や
服装、体型などをオリジナルに設定できます。
※オンラインゲームを楽しむ場合は、プロバイダーへのイン
ターネット接続と通話料、およびゲームサーバー使用課金
料（ハンターズライセンス）が別途必要になります。
◎シリアルナンバー／アクセスキー：￥4,000
◎サーバー使用課金料：30日 ￥1,000、90日 ￥2,000
※ネットワーク環境がなくてもプレイできます。

幅広く活用できる
®
「Microsoft Office XP Personal」
。
メモリースティック
デジタルスチルカメラ

カラーインクジェット
プリンター

DSC-P9

MPR-505

オープン価格

オープン価格

ワープロソフトMicrosoft® Word、表計算ソ
フトMicrosoft ® Excel、情報管理ソフト
Microsoft® Outlook®を1つにまとめた統合ソ
フトウェアです。

手軽な操作で、楽しく家計を
管理できる「てきぱき家計簿マム3」
。
手軽な操作で総合
的な家計簿管理が
できます。レシートを
見ながらリストから
品名を選び、単価・
数量を入力するレシート入力や、設定した日に
支払いを知らせ、明細にも自動入力する月極
め自動転記など、多彩な機能を装備していま
す。操作や入力はおしゃべりマムがサポート。

無線でネットワークに接続できる
2.4GHzワイヤレスLAN搭載。
ワイヤレスLANの標準規格IEEE802.11b
（2.4GHz帯）方式のワイヤレスLANを搭載。
最大

11Mbpsの高速通信ができ、ADSLやケーブル
テレビ回線などのブロードバンドへの接続が
可能です。また、ワイヤレスLANのアンテナを
2本搭載し、高感度の受信を実現します。
※PCG-NV99M/BPのみ。
ワイヤレスでホームネットワーク。
ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A220 オープン価格
PCWA-A200 オープン価格
※写真はPCWA-A220です。

家中好きな場所で音楽や映像が
楽しめる「VAIOメディア・ランチャー」
。

複数台のバイオをワイヤレスLANやイーサネッ
トなどのネットワークで接続すれば、
「VAIO
メディア・ランチャー」で家中がエンターテ
インメントエリアに。バイオに保存してある
大量の音楽やテレビ番組、静止画を他のバイ
オの「VAIOメディア・ランチャー」で起動す
るプレーヤーで聴いたり見たりできます。
※「VAIOメディア・ランチャー」で再生/表示する音楽・静止画の保
存元（サーバー）として使用できるのは、
「VAIOメディア・ランチャー」
をプリインストールするバイオです。また、録画映像のサーバーとし
て使用できるバイオは、
「Giga Pocket Ver.4.0」以降搭載のデスクトッ
プ型バイオ、および「Giga Pocket LE Ver.1.1」搭載の「バイオW」で
す。※裏表紙のホームネットワークを介した音楽・ビデオ・静止画の
再生/表示についてのご注意もあわせてご覧ください。

家計簿や表計算、ゲームにも便利な
「テンキー ベイ ユニット」
。
数字をスムーズに入力
できる「テンキーベイユ
ニット」。家計簿ソフト
や表計算ソフトなどに
便利です。また、付属の「ファンタシースターオン
ライン」では、キャラクターの移動に使用可能。
※PCGA-NV99M/BPに付属。
※PCG-NV77M/BP・NV55/BPでは、別売のテンキー
ベイ ユニット PCGA-TKN1が使用できます。
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やさしさは、使いやすさにつながる。

関連製品で、つながる。広がる。

困ったときにワンタッチですぐに
アシストしてくれる「HELPボタン」
。

読みやすく、わかりやすい取扱説明書。
大きなサイズ、大きな文字で読みやすさを重視しま
した。2色印刷で見やすく、イラストや説明図を多
用し、手順などもわかりやすく説明。また、別冊で
音楽編説明書「VAIOで音楽を楽しもう！」
を付属。これまで特に要望の多かった、バ
イオで音楽を楽しむための使い方をやさ
しく解説しています。

「H E L P ボタン」をワンタッチすると、
®
Windows XPの「ヘルプとサポートセン
ター」が起動。
「CyberSupport for VAIO」
をはじめとしたバイオのサポートツールで、
わからないことを調べることができます。

快適に楽しむための関連製品。

スペア用のバッテリーパック。

スペア用のACアダプター。

リチャージャブルバッテリーパック

ACアダプター

PCGA-BP2NX オープン価格

PCGA-AC19V3 オープン価格

●外形寸法：約 幅146×高さ19.2×奥行
86.7mm ●質量：約 440g ●容量：4000mAh
●動作時間：約2〜3.5時間

● 外 形 寸 法 ： 約 幅 63× 高 さ 30× 奥 行
140mm ●質量：約 420g ●AC100V
※本体に付属のACアダプターと同等品です。

※本体に付属のリチャージャブルバッテリーパックと
同等品です。

CyberSupport for VAIO

HELPボタン

※取扱説明書（部分拡大）

使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。
サ ポ ー ト

VAIO

困 っ た こ と 、わ か ら な い こ と も ス マ ー ト に 解 決 。

音楽をMDに高速録音できる
Net MD ベイ ユニット。

数字をスピーディに入力できる
テンキー ベイ ユニット。

Net MD ベイ ユニット

テンキー ベイ ユニット

PCGA-MDN1 オープン価格

PCGA-TKN1 オープン価格

●MDLP4・MDLP2に対応。●マニュアルイ
ジェクトアウトで、本体に電源が入ってい
なくてもMDの取り出しが可能。●外形寸
法：約 幅106×高さ21×奥行141mm

●家計簿や表計算の数字入力に便利。●本
体と同 じキーを採 用 。●キーピッチ：約
19mm、キーストローク：約3mm●外形寸
法：約 幅106×高さ15×奥行141mm

まずは気軽に

内容豊富な

特別な質問や修理のご依頼は

専用増設メモリーモジュール。

バイオに質問。

インターネットで検索。

電話で相談。

PCGA-MM256Dオープン価格

IC記録メディア「メモリースティック」

※メモリーモジュールをご購入後にご自身
で取り付けられない場合は、ソニー（株）
VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサー
ビスを承っております。

MSA-16AN（16MB）オープン価格
MSA-32AN（32MB）オープン価格
MSA-64AN（64MB）オープン価格
MSA-128A（128MB）オープン価格

WEB

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO」
（サイバーサポート）
困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール
「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りた
いときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

サポート情報の総合的な入口：

「できるWindows XP for VAIO」：

「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情報などを
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。また、インターネット経由で
Q&A情報のアップデートもできるので、最新
の情報を参照することも可能です。

インフォメーション

Windows® XP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 XP 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。

VAIOホームページ内「SUPPORT」
ページ

（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掲載しています。

Q&A Search：
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＊：

PHONE

使い方ご相談窓口：
VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの
使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリ
ンクがお電話で承ります。
◎受付時間：平日10〜20時、土・日・祝日10〜17時
（年末年始を除く）

引き取り修理：
バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引
き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入
日から1年間（VAIOカスタマー登録をされない場合は３
か月間）
。修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承
ります。

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。

VAIO E-news（無料メールニュース）
（http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/）

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。

バイオ同士やデジタルハンディカムと
接続するための「i.LINKケーブル」
。
i.LINKケーブル〈4ピン ⇔ 4ピン（S400規格）
〉

VMC-IL4408B（0.8m）
希望小売価格 1,900円（税別）

新世代のリムーバブル記録メディア
「メモリースティック」
。

新世代のリムーバブル記録メディア
「マジックゲートメモリースティック」
。

本体に直接接続できてすぐ使える
USBマウス。

著作権保護対応IC記録メディア
「マジックゲート メモリースティック」

USBマウス

キャリングポーチ

アクティブスピーカーシステム

PCGA-UMS1/A オープン価格

PCGA-CPE1 オープン価格

PCGA-SP1 オープン価格

MSG-32AN（32MB）オープン価格
MSG-64AN（64MB）オープン価格
MSG-128A（128MB）オープン価格

VMC-IL4415B（1.5m）
希望小売価格 2,200円（税別）

VMC-IL4435B（3.5m）
希望小売価格 3,300円（税別）

●本体のUSB端子に接続して使用。●ホイー
ル搭載でスクロール機能に対応。●持ち運
びに便利なコード巻き付け式。●本体にマッ
チした小型デザイン。●外形寸法：約 幅
55×高さ30.6×奥行97.3mm（本体のみ）
●ケーブル長：約80cm●質量：約110g

i.LINKケーブル〈4ピン ⇔ 6ピン（S400規格）
〉

VMC-IL4615B（1.5m）

＊ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

希望小売価格 2,800円（税別）

「バイオノートNV」の持ち運びに
便利なキャリングポーチ。

●クッション性の高いウレタンボンディン
グ素材を採用し、傷などから本体を守りま
す。●「型押しのVAIO」ロゴを入れた高級感
のあるデザイン。●ACアダプター用のミニ
ポーチ付。●外形寸法：約 幅390×高さ335
（ポーチ）
、約 幅230×高さ180（ミニポーチ）
●質量：約230g（ポーチ）
、約80g（ミニポー
チ）●カラー：ネイビーブルー

VMC-IL4635B（3.5m）

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

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

256MB 増設メモリーモジュール

デジタルビデオ編集や静止画の加工など、実際にバイオに触れなが
ら、バイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。東京銀座ソニー
ビルと大阪心斎橋ソニータワーで実施しています。

●コンパクトながら、迫力の重低音を再現。
●バイオノートにマッチするデザイン。●バー
チャルサラウンド機能により、横方向への
音の広がりを実現。●実用最大出力：3W＋
＊
3W ●スピーカー形式：フルレンジ バスレ
フ型 ●最 大 外 形 寸 法 ：約 幅 89×高 さ
209×奥行125mm ●質量：左スピーカー
約400g：右スピーカー約490g ●電源：DC
12V
＊ JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）規
定による測定値です。

希望小売価格 4,400円（税別）

VAIO活用セミナー
（有料）
（http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/）

パワフルな重低音が楽しめる。
アクティブスピーカー。

楽しみをさらに広げる「バイオギア」。
IEEE 802.11b（2.4GHz帯）
方式

※詳しくは「バイオ活用セミナー」ホームページをご覧ください。

サ ー ビ ス

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

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ショッピン
グ・サービスページです。バイオ専用関連製品はもちろん、バイオの
プリインストールソフトの最新版や他社ソフト、各種素材集や書籍
など、さまざまなアイテムをご提供しています。

3年間の無料修理をご提供する
「VAIOセーフティープラス」
。
VAIOご登録カスタマーを対象に、ご所有のバイオの3年間の無
料修理を承るサービスを有償にてご提供しています。詳しくは
VAIOホームページ上のご案内をご覧ください。
※http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/

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（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。

ホームネットワークを介した音楽・ビデオ・静止画の再生・表示についてのご注意 ●一般的なご注意 ※本機能は、ネットワーク上の同一サブネットに接続されている複数のバイオ同士でのみ可能です。※本機能を有効にするには、サーバー側のバイオ上で、サーバー機能
の開始設定が必要です。※インターネットなど、家庭外のネットワークに接続した状態でサーバー機能を有効にすると、ご使用の接続の構成によっては、お客様が望んでいない第三者による不正アクセスにより、データ改変などの損害を被る可能性があります。サーバー機能の
有効時には家庭外のネットワークに接続しないか、ルーターやファイアーウォールを使用し適切な設定を行って接続してください。※他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数が利用できる家庭外ネットワークに送信すること、また、他人の著作物を許可なく特定多数ま
たは不特定多数からアクセスできる状態におくことは、著作権法上禁止されていますのでご注意ください。●プレーヤーのインストールに関するご注意 ※「VAIOメディア・ランチャー」をプリインストールするバイオは、
「VAIOメディア・ランチャー」と各プレーヤーのインストー
ラーをハードディスク内に備えており、これにより、他のバイオに各ソフトウェアをインストールすることができます。※「VAIOメディア・ランチャー（PhotoViewerを含む）
」
、
「SonicStage Player」の動作環境 ：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを搭載
したバイオ。●ワイヤレスLANのご利用に関するご注意 ※ワイヤレスLANによる通信は、周囲の電波の状況、障害物、設置環境、距離などによって通信速度が左右されます。そのため、音楽や映像データをワイヤレスLAN経由で再生する場合、使用環境によっては、再生映像や
音声が途切れたり、再生できない場合があります。この場合は、ワイヤレスLAN製品を近づけるなど配置を変えてください。またアクセスポイントを介さずに2台を直接接続するか、IEEE802.11a（5GHz）方式のワイヤレスLAN製品を使用することで通信速度が改善され、再生
映像や音声の途切れが改善される場合があります。
「デジタルビデオ編集」についてのご注意 ●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。本機の取り扱いには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」は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整する機能を備えますが、開
始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV（i.LINK）ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。●本機の「DVgate」
、
「MovieShaker」でハードディスクからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体でのパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 1）ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。 2）
その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。 3）ハードディスクは本体内蔵のハードディスクまたはi.LINKハードディスクPCVA-HD16・HD08Aをご使用ください。それ以外の外部記憶装置（ハードディスク、各種ディスク）ではフレーム落ちが生じる可能性があります。
※「MovieShaker」で使用可能な主な動画ファイル形式は、QuickTime Movie（.mov）
、AVI（.avi）
、MPEG1（.mpg）で、使用可能な主な静止画ファイル形式は、Windows Bitmap（.bmp）
、GIF（.gif）
、JPEG（.jpg）
、PNG（.png）
、PICT（.pct）です。
「SonicStage for VAIO」ご使用上のご注意 ●音楽配信（EMD）サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、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。なお、インターネット経由の認証を利用した一括バックアップ/復元は可能です。
「OpenMG」に関して詳しくは、OpenMGホームページ（http://www.openmg.com/jp/）をご覧ください。●「SonicStage」で作成される音楽CD・MP3 CDは、全てのCDプレーヤー・
MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生側の対応状況やピックアップの状態等で正しく再生できない場合があります。●通常の音楽ファイルは、MDディスクおよび「OpenMG」対応外部機器/メディアへ最大3回まで転送（チェックアウト）でき、転送した
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。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3回」が当てはまらない場合があります。●「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、各製品にCD-ROMで付属もし
くはダウンロード提供される対応ドライバー/プラグインのインストールが必要です。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームページをご確認ください。●本ソフトウェアに、
「OpenMG Jukebox Ver.1.＊（＊は任意の英数字）
」を上書きインストールしないでください。
※
は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C.※OpenMGおよび
はソニー株式会社の商標です。
CD再生／録音についてのご注意 本製品では、コンパクトディスク（CD）規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスクは動作、音質を保証できません。本製品での再生・録音にあたりましては、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。
CD-RWについてのご注意 ●CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できないことがあ
ります。●DV動画ファイル（AVI形式）はCD-R/RWのいずれからも正しく再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。●ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。
著作権についてのご注意 この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない
場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。
DVDビデオ再生についてのご注意 ●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディス
クによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。●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。●本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカー
を保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。●DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源でのご使用をおすすめします。
「URecSight」ご使用上のご注意 ●「パーキャスTV」でのインターネット放送は、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、ISDN・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 8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、個人インターネット放送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。
i.LINKについてのご注意 ●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。

ワイヤレスLANアクセスポイント

ワイヤレスLANアクセスポイント

ワイヤレスLAN PCカード

バイオ用カメラ

ジョグリモートコントローラー

PCWA-A220 オープン価格

PCWA-A200 オープン価格

PCWA-C150S オープン価格

PCGA-VC2/A オープン価格

PCGA-JRH1 オープン価格

●スタイリッシュなデザイン。縦置き、横置き、壁掛けが
可 能 。●ネットワークコネクター（1 0 0 B A S E - T X /
10BASE-T）×1。ルーター機能を省略したブリッジ型。
●5.0V（専用ACアダプターより供給）●消費電力：6Ｗ
●外形寸法：約 幅78×高さ122×28mm●質量：200g

●縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザ
イン。●Ethernet（10BASE-T）端子装備。●外形
寸法：約 幅156×高さ125×奥行35mm（縦置き
時、スタンド含まず）●質量：約450g

●突出部が小さい、スリムデザイン。●ワイヤレス
LANアクセスポイントPCWA-A200またはPCWAA220と組み合わせて、PCWA-C150Sを装着した
複数のバイオでネットワーク共有。
※PCG-NV99M/BPは、本体に2.4GHzワイヤレス
LANを搭載しています。

●静止画や動画を電子メールに添付して手軽にビ
ジュアル・コミュニケーション。●付属ソフトウェ
ア「キュゼ・トーク」でビジュアルチャット。●プロ
グレッシブスキャンCCD搭載。●外形寸法：約 幅
36×高さ67×奥行25mm ●質量：約45g

●ジョグダイヤルを搭載。手もとでプログラムの起
動や、
「SonicStage」など多彩なアプリケーションの
基本操作が可能。●液晶画面で自作アニメーション
が楽しめる「Flip Animator」を付属。●バイオロゴ入
りヘッドホンを付属。USBデジタルオーディオでク
リアな音質を楽しめます。

ワイヤレスLAN PCカード

i.LINKハードディスクドライブ

PCWA-C500 オープン価格

PCVA-HD16（160GB）オープン価格 PCVA-HD08A（80GB）オープン価格

●高速通信が可能なIEEE802.11a方式。ワイヤレス
LANアクセスポイントPCWA-A500と組み合わせて
使用。●高感度アンテナをカード本体と一体化。
●外形寸法：約 幅119×高さ5×奥行54mm（アン
テナ部 高さ10.4mm）●質量：約50g

●160GB（PCVA-HD16）／80GB（PCVA-HD08A）の大容量ハードディスクドライブ。●高速データ転
送可能。
（20MB/秒）●バイオを使用中に手軽に抜き差しできるホットプラグ＆プレイで、i.LINK端子に
接続してすぐに使えます。●動画編集・加工ソフトウェア「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」付属。
●外形寸法：約 幅171×高さ58×奥行304mm●質量：約2.4kg（本体のみ）
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows®
Millennium Editionをプレインストールした「バイオ」に対応。※i.LINKケーブルは別売です。※ノート
ブック型バイオでは1台まで、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。

IEEE 802.11a（5GHz帯）
方式

ワイヤレスLANアクセスポイント

PCWA-A500 オープン価格
＊

●最大54Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11a方式を採用。高画質なMPEG2ファイルも転送可能 。
●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）2個装備。●外形寸法：約 幅159×高さ233×奥
行48mm（スタンド奥行91mm）●質量：約1.2kg●付属品：ACアダプター
＊ 使用する環境によって、転送スピードなどに影響を受ける場合があります。
※この商品にはアナログモデムは搭載していません。

＊ 日本国外では使用できません。屋外での使用は電波法により禁じられています。2.4GHzワイヤレスLANやBluetoothとの通信はできません。
※対応OS：Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional

◎関連製品に関するご注意
●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。
●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。

◎ 写真はPCG-NV99M/BP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。◎ 画面はハメコミ合成です。
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主な仕様
PCG-NV99M/BP

全機種共通
OS
プロセッサー
キャッシュメモリー
システムバス
チップセット
メインメモリー 標準/最大
拡張メモリースロット（空き）
グラフィックアクセラレーター
ビデオメモリー
フロッピーディスクドライブ
ドライブ

外部接続端子

PCカードスロット
メモリースティックスロット
オーディオ機能
内蔵モデム
キーボード／ポインティングデバイス
主な付属品

電源
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊8
バッテリー駆動時間＊9＊10
バッテリー充電時間＊11
温湿度条件
本体外部寸法（最大突起部含まず）
質量

Microsoft® Windows® XP Home Edition
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.60GHz-M
（拡張版インテル® SpeedStepTM テクノロジー搭載）
1次キャッシュ 12K μ命令実行トレースキャッシュ/8KBデータキャッシュ、
2次キャッシュ 512KB（CPU内蔵）
400MHz
Intel® 845MPチップセット

液晶表示装置
表示モード
外部ディスプレイ出力＊13
MD ドライブ

256MB（256MB×1）/最大512MB（DDR-SDRAM）
SODIMMスロット×2（1）
ATI Technologies社製MOBILITYTM RADEONTM 7500（3Dアクセラレーション対応）
16MB
内蔵3.5型（1.44MB/720KB＊1）リムーバブル
内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ（固定式＊2）
読み出し＊3：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）
、最大8倍速（DVD-ROM）
書き込み＊4：最大16倍速（CD-R）最大10倍速（CD-RW）
＊5
● USB ×3 ● i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1
● ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1
● ステレオヘッドホン出力（ステレオミニジャック）×1 ● プリンターポート（D-sub 25ピン）×1
● マイク入力（モノラルミニジャック）×1 ● シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン）×１
● 外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）＊6×1 ● モデム用モジュラージャック×1
● AV出力（NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力）＊6×1
TypeIII×１またはTypeII×2、16bit/CardBus対応
マジックゲート対応メモリースティックスロット
AC97準拠、ソフトウェアMIDI音源、内蔵ステレオスピーカー
最大56kbps＊7（V.90/K56flexTM自動対応）/最大14.4kbps（FAX時）
約19mmピッチ/キーストローク約3mm/91キー、インテリジェントタッチパッド、
バックボタン付きセンタージョグ
ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、ウェイトセーバー、
テレホンコード（モジュラーケーブル）
、リカバリーCD、AV接続ケーブル、
Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ、
ファンタシースターオンラインCD-ROM2枚組およびインストール手順説明書
ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
S区分 0.0011
約3.5時間
電源ON時、OFF時とも：約2.5時間（約85％）
、約3.5時間（約100％）
動作時5〜35℃（温度勾配10℃/時以下）
、20〜80%（ただし結露しないこと、および35℃における
湿度は65%以下、湿球温度29℃以下）
、保存時-20℃〜+60℃（温度勾配10℃/時以下）10〜90%
約 幅336mm×高さ42.8mm（最厚部53.3mm）×奥行276.1mm
約3.7kg（バッテリーパック、ウェイトセーバー搭載時）

テンキーボード
コンパクトウーファー
ハードディスクドライブ
ワイヤレス通信機能

消費電力

15型 SXGA＋（1400×1050ドット）対応 TFTカラー液晶
最大約1677万色＊12（1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600）
最大約1677万色
（1600×1200、
1400×1050、
1280×1024、
1024×768、
800×600）
Net MD ベイ ユニット 音楽用レコーダブルMDドライブ＊14
Net MD対応、スロットイン型、グループ機能対応、
MDLPモード対応、最大32倍速（LP4）＊15、最大16倍速（LP2）＊15
キーストローク約3mm、キーピッチ約19mm
バスレフレックス方式、Φ28mm ウーファー用ユニット
約40GB（Ultra ATA/100）
（C:約10GB/D:約30GB（出荷時）
）＊16＊17
本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載
（最大通信速度＊18：約11Mbps/
通信距離＊19：見通し距離 最長100m/
使用周波数帯：2.4GHz帯（2.400GHz〜2.474GHz）
、
無線チャンネル：1〜11から選択）
（IEEE802.11b準拠、Wi-Fi適合）
約61W（バッテリー充電含まず）

PCG-NV77M/BP
液晶表示装置
表示モード
外部ディスプレイ出力＊13
MD ドライブ

ハードディスクドライブ
消費電力

15型 XGA（1024×768ドット）対応 TFTカラー液晶
最大約1677万色＊12（1024×768、800×600）
最大約1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600）
Net MD ベイ ユニット 音楽用レコーダブルMDドライブ＊14
Net MD 対応、スロットイン型、グループ機能対応、
MDLPモード対応、最大32倍速（LP4）＊15、最大16倍速（LP2）＊15
約30GB（Ultra ATA/100）
（C:約10GB/D:約20GB（出荷時）
）＊16＊17
約58W（バッテリー充電含まず）

PCG-NV55/BP
液晶表示装置
表示モード
外部ディスプレイ出力＊13
ハードディスクドライブ
消費電力

15型 XGA（1024×768ドット）対応 TFTカラー液晶
最大約1677万色＊12（1024×768、800×600）
最大約1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600）
約30GB（Ultra ATA/100）
（C:約10GB/D:約20GB（出荷時）
）＊16＊17
約58W（バッテリー充電含まず）

＊1 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。＊2 エンターテインメント ベイ ユニットとの交換着脱はできません。 ＊3 ソニー製／パイオニア製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。ご使用のディスク・設定・環境によっては、再
生できない場合があります。ビデオレコーディング（VR）フォーマット、およびマルチボーダー記録されたDVD-R/-RWディスクの読み出しには対応していません。＊4 CD-RW8倍速以上の書き込みは、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。＊5 USB2.0ハイスピードモードでの動作には対応しておりません。＊6 AV出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。＊7 V.90とK56flexTMを自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上
33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。一般電話回線のみに対応しています。ホームテレホン用の回線など、構内交換機（PBX）を経由する接続は行なえません。＊8 省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）による表記をし
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方法により測定した消費電力を複合理論性能で除したものです。＊9 省電力モード時。駆動時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。＊10 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）にもとづく駆
動時間は、約2.5時間（PCGA-BP2NX）
（PCG-NV99M/BP・NV77M/BP・NV55/BP）です。詳細については、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。＊11 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。＊12 グラフィックアクセラレーターの
ディザリング機能により実現。＊13 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。 ＊14 音楽用のレコーダブルMDドライブのため、音楽録音のみ行えます。MD Data には対応しておりません。＊15 書き込むフォーマットにより速度が異なります。また TOCの書き込みのため
別途時間がかかります。＊16 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブの全体容量は、PCG-NV99M/BPは約37.2GB、PCG-NV77M/BP・NV55/BPは約27.9GBです。＊17 ハードディスクはNTFSでフォーマットしています。各アプリケー
ションソフトの動作確認はNTFSで行っています。 ＊18 IEEE802.11b準拠の最大通信速度。 ＊19 通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。
●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍をもとに制作されました。
「新英和中辞典」第6版©研究社1967、1994、1998、
「新和英中辞典」第4版©研究社1933、1995、1998、
「新明解国語辞典」第5版©三省堂1972、1974、1981、1989、
1997●「MovieShaker Ver.3.3」は、マクロメディア社のMacromedia Flash Player ソフトウェア技術を採用しています。Copyright ©1995‐2002Macromedia,Inc.All rights Reserved.MacromediaおよびFlashは、Macromedia,Inc.の商標または登録商標です。●Adobe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
●Copyright©1993-2002 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved.●Copyright©2001 DigiOn,Inc. and Easy Systems Japan Ltd. All rights reserved. Drag'n Drop CD はEasy Systems Japan とDigiOn,Inc.の商標です。●Copyright InterVideo,Inc. 2001 All Rights Reserved.●QuickTime and QuickTime Player are trademarks of Apple Computer,Inc.,registered in
the U.S. and other countries.●「RealPlayer」は、米国また諸各国において、米国RealNetworks,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●Gen-Onはソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社の商標です。●PHANTASY STAR ONLINE（ファンタシースターオンライン）は（株）セガ及びSONIC TEAMの登録商標です。●So-net、ソネットお
よびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。●OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。●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。●2002 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。●PowerPanelは米国フェニックス テクノロジーズ社の商標です。●Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。2002 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。●All rights Reserved. Copyright© CyberGene.com
Corporation. Contains IP3 Technology licensed from Visionarts,Inc. Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group. Grami Best Selection Released Version v1.01 Copyright© 2001-2002 CyberGene.com Corporation. This product contains a software product of Visionarts,Inc. "Net Icon Driver"（Copyright© 2001-2002
Visionarts,Inc All rights reserved.）. This product contains IP3 Technology licensed by Visionarts,Inc. Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記しておりません。

安全に関するご注意

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

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
● 煙が出たり、異常な音、においがする。● 内部に水や異物が入った。● 製品を落としたり、キャビネットを破損した。

ご使用を中止。
電源を切り、
電源コードや接続ケーブルを抜く、
またはバッテリーを取り外し、
ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についてのご注意： 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。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
安全にご使用いただくためのご注意●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでくださ
い。●バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電
したり、放置しないでください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。
●本製品は国内専用です。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。バイオノートNVの価格には、本体搭載のMD
録音部に対する私的録音補償金が含まれております。
（お問い合わせ：（社）私的録音保証金管理協会
電話03-5353-0336）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。●掲載商品は同梱しているオペレーティ
ングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機で
ご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ
上のご注意●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載
商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承くださ
い。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかに
は地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●ハード
ディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の
商標です。●i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、 はi.LINKに準拠した製品につけられ

VAIOホームページ

るロゴです。i.LINK、 は商標です。●「MEMORY STICK」
、
「メモリースティック」はソニー株式会社
の商標です。●Net MDはソニー株式会社の商標です。● Tapis および
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。●K56flex
はLucent Technologies社とConexant System社の商標です。●その他本カタログに記載されている
システム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マー
クは明記していません。商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購
入されましたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入日から1年間有効な製品保証
書をお送りしますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。なお、VAIOカスタマー登録を
されない場合の製品保証は3か月間です。●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6年保有しております。
●ノートブックコンピューター「バイオ」は個人用・家庭用です。
本製品は、グリーン購
入法における判断基
準（必須項目：エネル
ギー消費効率）を満た
しています。

「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。

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

●緩衝材に100％紙系材料を使用しています。●キャビネットと
主要プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
●外箱の表層に100％雑誌古紙再生紙、表層印刷にVOC（揮発性
有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。
※eco infoは、ソニ−の環境配慮内容についての説明マークです。

当社は、国際エネルギースタープロ
グラムの参加事業者として、本製品
が国際エネルギースタープログラ
ムの対象製品に関する基準を満た
していると判断します。

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

お買い求めは信用ある当店へ

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

＊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。

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。
BVT P-1 Printed in Japan. （84994679）RY 再生紙

よい品を
手軽にクレジットで
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