
パーソナルコンピューター［バイオJ］

PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7・J21V5

●写真はPCV-J21ML5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。

遊 び た っ ぷ り 、

よ く ば り 仕 様 、

バ イ オ J 。
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※写真はPCV-J21ML5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。

メモリー� HDD ドライブ�CPU
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インターネット放送�

高度な処理能力により、音楽や動画の楽しみにも快適に応じる3DNow!TMプロフェッショナルテクノロジー 1GHz AMD AthlonTMプロセッサ－搭載。

＊1：テレビ録画・再生ができるのは、PCV-J21MGL5のみです。

＊1 ＊2 ＊3

＊2：PCV-J21V5は、背面に4ピン×1、6ピン×1。＊3：メモリースティックスロットは、PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7に搭載。

楽しみと直接つながるメモリースティックスロット＊、ブロードバンドを身近にするネットワークコネクターを搭載。

液晶ディスプレイモデルもますます充実のバイオJラインアップ。

＊メモリースティックスロットは、PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7に搭載。
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メモリースティックスロット搭載＊1。
つながる遊び、もっとふくらむ、バイオJ。
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パーソナルコンピューター
〈15型液晶ディスプレイモデル〉

PCV-J21MGL5
オープン価格

Giga Pocket・DVD用リモコン、
リモコン受光ユニット付属

新デザインの15型液晶ディスプレイ。

スリムに置いて使える。

テレビ録画機能搭載。
「メモリースティック」にも対応。

新デザインの15型液晶ディスプレイ。

スリムに置いて使える。

「メモリースティック」対応など、
拡張性もスマート。

平面・高画質な17型ディスプレイ。

引き締まったシャープなデザイン。

「OfficeR XP Personal」搭載。
「メモリースティック」にも対応。

平面・高画質な15型ディスプレイ。

なじみやすい、柔らかなフォルム。

ブルーの新ボディを気軽に部屋へ。

パーソナルコンピューター
〈15型液晶ディスプレイモデル〉

PCV-J21ML5
オープン価格

パーソナルコンピューター
〈17型FDトリニトロンディスプレイモデル〉

PCV-J21MBPV7
オープン価格

パーソナルコンピューター
〈15型FDトリニトロンディスプレイモデル〉

PCV-J21V5
オープン価格

スマートな15型液晶で、テレビを堪能。

「Giga Pocket」搭載モデル。

机の上にコンパクトに置いて使える、

15型液晶ディスプレイ搭載モデル。

便利な「OfficeR XP Personal」も

備えた、17型ディスプレイ搭載モデル。

「バイオ」の楽しみを凝縮した、

15型ディスプレイ搭載モデル。

15型 15型
17型 15型

デジタルフォトやビデオ、音楽やテレビ＊2。シンプルデザインのボディの中は、

夢中になれる楽しみがぎっしり。向かい合うと、とっておきの遊び時間が待っている。

さぁ、まずは何から熱中しよう。遊び、大好き。バイオJ。

＊1：PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7のみ搭載です。
＊2：テレビ録画が楽しめる「Giga Pocket」は、PCV-J21MGL5のみ搭載です。
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どんどん、つないで、遊ぶ。
たくさんのデジタルアイテムを接続し、遊びをどんどん増やしていく、それがバイオJのつながる魅力。

たとえば、撮るだけだった画像や映像、聴くだけだった音楽。バイオJに取り込めば、

そこから先の楽しみ方が待っている。いろんなアイテムをつなぎ、バイオの遊びは成長する。
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Net MD対応MDデッキ�

クリエ�

メモリースティック�

サイバーショット� ネットワークウォークマン�

プリンター� デジタルハンディカム�

バイオカメラ� DVD-RWドライブ�

その一枚に残す、
こん身の大作ムービー。

DVDづくりでこだわって遊ぶ。

「DVD-RWドライブ」

PCVA-DRW1
オープン価格

※PCV-J21MGL5のみ対応します。

集めた曲から気分でMDコーディネート。
「Net MD」でダイレクトに遊ぶ。

「ミニディスクデッキ」

MDS-NT1 オープン価格

「ネットワークウォークマン」

NW-E10
オープン価格

好きな曲を小さく連れ出す。
音楽データで
身軽に遊ぶ。

「サイバーショット」

DSC-P5
オープン価格

自慢の1枚、発表したり、書き込みしたり。
デジタルフォトでたっぷり遊ぶ。

見る、聴く楽しみをテイクアウト。
画像も、音楽も手のひらで遊ぶ。

「クリエ」

PEG-N750C
オープン価格

※現在、WindowsR XP Home Editionでの動作を
確認中です。クリエ サポートサイト

（http://www.nccl.sony.co.jp/）を
ご確認ください。

「ネットワーク ハンディカム」

DCR-TRV30
オープン価格

クールに編集、
メールやWebでロードショー。
ホームムービーでつぎつぎ遊ぶ。

「カラーインクジェットプリンター」

MPR-501
オープン価格

ラベルから
フォトアルバムまで一品モノ。
プリント作品でセンスよく遊ぶ。

※テレビ番組の書き出しは
PCV-J21MGL5のみ行えます。

※PCV-J21V5でも、別売の専用アダプターを使えば
「メモリースティック」を活用できます。

「メモリースティック」

MSA-128A オープン価格

画像も、動画も、テレビも。
スリムに記録してスマートに遊ぶ。

「バイオカメラ」

PCGA-VC2
オープン価格

とっておきの表情を、メールで届ける。
ビデオメールでしっかり遊ぶ。

※写真に掲載の商品はすべて別売です。 ※写真はPCV-J21ML5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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※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。

0706

進化したスリム&コンパクト。

有効321万画素、

光学3倍ズーム搭載の

〈サイバーショット〉P5。

個性的なフォトアルバムやラベルを
手軽に作れる「DigitalPrint」。

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」。

画像や地図に、お絵描き感覚で
書き込みができる「PictureToy」。

「PictureToy（ピクチャートーイ）」を使えば、静止画

の上に楽しく書き込みができます。クレヨンやエア

ブラシなどユニークなペンツールから画像スタンプ

まで豊富なお絵書きツールを用意。気軽に楽しく演

出できます。メッセージを加えたら手軽にメール添

付、遊び心まで届くお絵描きメールに。また「Navin’

You」からも直接

起動でき、地図に

ルートなどを書い

てメール送信が

可能です。

撮った画像を一括管理。
ホームページ作りにも便利な

「PictureGear」。

さまざまな形式の静止画・動画を一括管理で

きる「PictureGear（ピクチャーギア）」。フォ

ルダー内の画像を一覧表示し、高速ズームで

確認。大量の写真も快適に管理できます。

HTMLアルバムやiモード対応端末で見られる

コンパクトHTMLアルバムなど、作る楽しみも

充実。また「イメージステーション」に直接画

像をアップロードでき、Web公開も手軽です。

※「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。

“メモリースティック”
デジタルスチルカメラ

DSC-P5
オープン価格 新発売

◎質量約185g、いっそう手軽に持
ち出せる軽量ボディ ◎カメラ有効
総画素数321万画素の高性能 ◎
最長90分もの動画連続撮影が可能

バイオとつないで、

すぐに使える。

カラーリングにもこだわった、

カラープリンターMPR-501。

カラーインクジェットプリンター

MPR-501
オープン価格 新発売

◎バイオJにはつないですぐに使
えるドライバーがプリインストー
ル ◎バイオとの組み合わせにマ
ッチしたカラーリング ◎USBケ
ーブル同梱

バイオにためた動画や写真、

音楽も外に連れ出せる。

「クリエ」PEG-N750C。

パーソナル エンターテインメント
オーガナイザー

PEG-N750C
オープン価格 新発売

◎PalmROS 4.1を搭載し、静止
画も動画もハイカラー表示 ◎鮮
明表示の高解像度液晶ディスプレ
イ搭載 ◎音楽も、「メモリーステ
ィック」に記録し手軽に再生
※現在、WindowsR XP Home Editionでの
動作を確認中です。クリエ サポートサイト
（http://www.nccl.sony.co.jp/）をご確
認ください。

◎「デジタルフォトレタッチキットfor VAIO」優待提供
バイオのご登録カスタマーの方へ、「AdobeR PhotoshopR Elements」に
ソニーオリジナル読本、サンプルCD-ROMを加えたセットを7,800円（税
別、送料別）で優待提供。詳しくはVAIOホームページ内の「UPGRADE
AREA」（カスタマー専用）でご案内します。

Web上にイメージアルバムを作成し仲間と共有できる、ソニーのデ

ジタルイメージング・コミュニティーサイト「イメージステーション」。

会員登録すれば、「PictureGear」の管理画像や「MovieShaker」で

編集した動画などをアップロードし、無料で掲載できます。友達に見

せるだけでなく、一般公開もOK。ビジュアルの楽しみが広がります。

※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ご注意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/

＊機器により直接取り込みに対応しない場合があります。※印刷には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良くお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

シンプル操作でプリント作品が作れる「DigitalPrint（デジタ

ルプリント）」。まずは素材の準備。メモリースティックやデジ

タルカメラなど接続された機器を検出し、中の画像を自動認

識、手軽に取り込み可能です＊。あとはガイドに従うだけ。ア

ルバムや、CD・MDなどのラベルを軽快に作成。文字やスタ

ンプツールで飾りつけをすれば、いっそう個性的に仕上がり

ます。デザイン済みのテンプレートで、より手軽に作ることも。

また焼き増しプリントも枚数を指定するだけの手軽さです。

写真を撮ったら、作る、発表する。
サイバーショットで撮ったデジタルフォト、次はバイオでいろいろ遊べる。

ラベルやフォトアルバムを気軽に手作り。メッセージを書き込んで、お絵描きメール。快心のショットは、

「クリエ」で連れ出す、Webで展示する。遊びはデジタルフォト1枚ではじめられる。

バイオJ
デジタルハンディカム

サイバーショット

動画・静止画を
アップロード

画像形式を自動変換し
ダウンロード

イメージステーション

クリエ

バイオ

※写真は、「バイオJ」PCV-J21MBPV7、「サイバーショット」DSC-P5、「カラーインクジェットプリンター」MPR-501との組み合わせの一例です。
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※デジタルビデオ編集についてのご注意は裏表紙をご覧ください。 ※「URecSight」によるインターネット放送に関するご注意は裏表紙をご覧ください。
※「SonicStage」のご利用にあたっては、著作権保護技術による制限事項などのご注意事項があります。詳しくは裏表紙をご覧ください。

※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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撮影動画を、楽しく編集・演出。
手軽にビデオ作品がつくれる「MovieShaker」。

撮影中の映像や撮りためた動画を
インターネット放送できる「URecSight」。

音楽を集めて自在に再生、
気軽に取り出し。「SonicStage」。

取り込みから編集、演出までまるごと行え、遊び感覚でムー

ビー制作ができる「MovieShaker（ムービーシェーカー）」。編

集操作は、映像の長さを調整し並べ替えればOK。楽しい「エ

フェクト」や場面の境を演出する「トランジション」など、ショー

アップ機能も豊富に備えました。また「シェーカー」機能で、ビデ

オクリップの自動作成も楽しめます。完成作品は、DVテープへ

の書き出しやメール送信、ホームページ公開など、多彩に活用。

「イメージステーション」（P7参照）にも直接アップロードできます。

※DV-AVIファイルなどの容量の大きなファイルを
素材として使用したり、シェイク機能や複雑な効果
を連続して多く使用したりすると、メモリーを大量に
使用するため、動作が不安定になることがあります。

PCV-J21MGL5なら、
DVD作成も。

録音から再生、書き出しまで、音楽を統合環境で楽しめる

「SonicStage（ソニックステージ）」。はじめにお手持ちの音楽CDか

ら曲をバイオへ。高速で録音できるうえ、搭載データベースで曲名

登録も自動。音楽配信サイトにも直接アクセスできます。録音後は、

マイベストなどプレイリストごとに管

理し、多彩に再生。対応機器への転

送も手軽です。また、新しいMD伝送

規格「Net MD」に対応。対応MDレ

コーダーへの高速転送を実現します。

「SonicStage」上の操作で、音

楽を直接CD-Rなどに記録でき

ます。いろんなCDから好きな

曲を集めたり、CDまるごとバッ

クアップすることも可能です。

「URecSight（ユーレックサイト）」を使えば、映像をリアルタイムで圧縮・

送信し、専用のWebサイト「パーキャスTV」で公開できます。編集したム

ービーと、生のカメラ映像の切り替えも可能です。

※接続方法や推奨通信速度などの情報は、「パーキャスTV」ホームページでご確認ください。

◎「パーソナルキャスティング」無料お試しのご案内
●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。「パーキャスTV」サービスの会員登録が必要です。
※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/

星グルグル スポットライト 波紋 ぼかし 全体クルリン 横ビョーン ページめくり

●エフェクト ●テキストエフェクト ●トランジション

オリジナルCD作成も
楽しめる。

音楽も、ビデオも、とりこみ、楽しむ。
音楽にも、ビデオ撮影にも、楽しみをプラス。大好きな曲をたっぷり録音、自在に再生。

オリジナルCDまで作れてしまう。デジタルハンディカムで撮った映像もさっと取り込み。

楽しく編集したら、メールでWebで上映する。好きな楽しみ、もっと好きになる。

s

◎AdobeR PremiereR 6.0 LE 日本語版 優待提供
バイオのご登録カスタマーの方へ、より高度なビデオ編集に取り組める
「AdobeR PremiereR 6.0 LE 日本語版」を9,800円（税別、送料別）で優待提供します。
詳しくはVAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」（カスタマー専用）でご案内します。

「GigaPocket」搭載のPCV-J21MGL5

なら、別売のi.LINK DVD-RWドライ

ブをつないでオリジナルDVD作成が

可能。長編ムービーも手軽に記録し

て楽しめます。

※写真は、「バイオJ」PCV-J21ML5、「デジタルハンディカム」DCR-TRV30、「ミニディスクデッキ」MDS-NT1との組み合わせの一例です。

バイオとつないで、

音楽を直接MDに記録。

転送も高速な「Net MD」対応

ミニディスクデッキ。

ミニディスクデッキ

MDS-NT1
オープン価格 12月発売予定

◎バイオとUSBで手軽に接続し、
高速転送 ◎記録したMDは、既
存のMD機器＊で再生可能 ◎
USBケーブル付属
＊MDLPモードで転送した場合は、MDLP
対応プレーヤーで再生可能です。
※MDS-NT1を含む「Net MD」対応MD機
器を使用するには、VAIOホームページ
「SUPPORT」より無償ダウンロードでご提
供する拡張プログラムおよびMD機器にCD-
ROMで付属するドライバー類のインストー
ルが必要です。

155万画素メガピクセル

CCD搭載。MPEGムービーで

ビデオメールも手軽な、

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）または、ACCKIT-QM7P
希望小売価格58,500円（税別）
が必要です。

PCV-J21MGL5につないで、

DVD制作が手軽に楽しめる

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-J21MGL5で、DVDディ
スクへのデータ書き込みが可能
◎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）
※i.LINKケーブルは別売です。
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※「Giga Pocket」および「PicoPlayer」についてのご注意は裏表紙をご覧ください。
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1110

手軽にインターネットで録画予約。
外出先でもiモードや他のパソコンを利用。

Web上のiEPG番組情報サイトで手軽に予約＊1設

定が可能。サスペンド状態で録画開始時間を待

つ節電機能も備えます。また外出先なら、iモー

ド対応端末や外出先のパソコンで「テレビ王国」

にアクセスし録画予約＊2。事前のテープセットも

いらず、思いたったら、すぐ予約できます。

＊1：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。
＊2：インターネット常時接続の環境または、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。

家庭内ネットワークを
利用して、バイオノートで

番組を再生。

「Giga Pocket」で録画した映像は、ワイヤレスLANなどの家庭内ネットワークを利

用し、「PicoPlayer（ピコプレーヤー）」を持つ他のバイオに転送可能。録画した番組

だけでなく、オンエア中の番組も送ることができ、PicoPlayer側で選局もできます＊。

＊Giga Pocket Ver.4.3とPicoPlayer Ver.5.0の組み合わせで実現する機能です。

「Giga Pocket」なら再生も自在。「フィルムロー

ル」機能により、場面の大きな変わり目をサムネ

イルで表示。見たいシーンをすぐに呼び出せ、

効率的に楽しめます。また、録画中でもすで

に録
と

った場面を再生できる「スリップ再生」も

実現し、予約録画中に帰宅しても、放送終了

前に最初から見ることができます。

ハードディスクに長時間録画。
録
と

った後の管理もスマート。

目当ての場面を素早く探す。
録画中でも途中をリプレイ。
再生も新スタイル。

大容量ハードディスクにより長時間録画が可能。ひとまず録
と

ってから見たい番組を

探す、そんな新しい視聴スタイルを実現します。「Giga Pocket」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録画

を採用。CPUに負担が少なく、録画・再生の安定性と、高画質回路などによる優れ

た画質を実現。さらに録
と

った後も、番組をジャンル別

に管理できます。

付属リモコンで快適操作。
DVD再生も手元から。

IEEE802.11a規格を採用し、

無線による高速ネット環境を

実現する5GHzワイヤレスLAN。

付属リモコンを使って、バイオの起動からテレビの基本

操作、録画番組の選択・再生まで可能です。映像をテレ

ビに出力した時も、操作画面や「フィルムロール」機能

もテレビ側に表示でき、リモコンで快適に操作。また、

DVDソフトの再生も手元で行えます。

録
と

ってから、選ぶ、テレビ生活。
「G i g a  P o c k e t」で、テレビ生活をリニューアル。気になる番組は気軽に録画。

見たい時に、見たい番組だけ再生する。録画予約も、インターネットでとことん手軽。

外出先なら、iモードでも予約できてしまう。テレビも、バイオに取り込めば、もっと自由に楽しめる。

「ギガポケット」は、PCV-J21MGL5でお楽しみいただけます。

ワイヤレスLAN アクセスポイント

PCWA-A500 オープン価格 新発売

ワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C500 オープン価格 新発売

◎無線規格IEEE802.11aに準拠。最大54Mbps
（理論値）の高速でデータ転送 ◎ADSLなどの
ブロードバンド環境にも余裕を持って対応。
※2.4GHzワイヤレスLAN商品とは通信できません。

バイオJ
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

MPEG2リアルタイムエンコーダーボード

※写真はPCV-J21MGL5です。

●最長録画時間：
「高画質（MPEG2）モード」約14時間／
「標準（MPEG2）モード」約28時間／
「長時間（MPEG1）モード」約76.5時間。

※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増減することがあります。



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。

Service Support

ソニーのPCは正規のMicrosoftRWindowsRを搭載しています。
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＊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（Office XP Personalは除く）。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。＊2：2001年9月10日現在、ソニーが2001年8月末日までに日本国内
で発売したDV端子付き家庭用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。）でのみ動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子のアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。＊3：PCV-J21ML5・J21MBPV7・
J21V5の場合、「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。本機単体ではご利用になれません。＊4：Step By Step InteractiveはCD-ROMで付属します。音声認識機能を使用する場合には、メモリ128MBおよびUSBヘッドセットマイクが必要です。
※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。
●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C研究社 1967、1994、1998、
「新和英中辞典」第4版C研究社 1933、1995、1998、「新明解国語辞典」第5版C三省堂 1972、1974、1981、1989、1997 ●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。
●Copyright C1993-2001 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved. ●「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、iCommand、アイコマンド、iRCommander、アイアールコマンダーは、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。●Jong Plugged、ジャン・プラグド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。●karaOK!は株式会社フェイスの商標です。●Copyright C1991-
2001 QUALCOMM,Incorporated. ●Copyright C1995-2001 株式会社クニリサーチインターナショナル。●PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標または登録商標です。●So-net、ソネット、およびSo-netロゴは
ソニー株式会社の登録商標です。●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。●2001 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。●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。●「MovieShaker Ver.3.2」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 C1995-2001 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。●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。

◎ 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。

ソフトウェア
MicrosoftR WindowsR XP Home Edition＊1

DVgate Ver.2.4＊2（PCV-J21MGL5のみMPEG2変換対応）
MovieShaker Ver.3.2＊2（PCV-J21MGL5のみMPEG2変換対応）
PictureGear Ver.5.1
PictureToy Ver.1.1
筆ぐるめ for VAIO
DigitalPrint
Giga Pocket Ver.4.3（PCV-J21MGL5のみ）
PicoPlayer Ver.5.0＊3（MPEG1・2再生可）
iRCommander（PCV-J21MGL5のみ）
SonicStage for VAIO
RealJukebox 2 Basic
Windows MediaTM Player 8
MediaBar DVDプレーヤー
Beatnik Player Ver.2.0
QuickTime 5
RealPlayer 8 Basic
MusicShaker Ver.1.4
KaraOK!
Jong Plugged
URecSight Ver.2.0＊2

Smart Capture Ver.4.2＊2

MicrosoftR Outlook Express 6
Eudora（4.3-J）
PostPet for Windows
MicrosoftR Internet Explorer 6
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

ソフトウェア
OCNスタートパック for Windows Ver2.0
イー・アクセス ADSLスターターキット
ODNスターターキットソフトウェア
J-DSL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 6.0.2 for Windows XP
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.1.30
Navin’You Ver.5.5
MapCutter
Navin’You専用マップ2サンプル版
（東京23区・名古屋市・大阪市）
乗換案内 時刻表対応版
AdobeR AcrobatR Reader 5.0J
MicrosoftR Office XP Personal（Word 2002、
Excel 2002、Outlook 2002、Bookshelf Basic 3.0、
Step By Step Interactive＊4）（PCV-J21MBPV7のみ）
Simple Speech Ver.2.1
VAIO Action Setup Ver.1.4
VisualFlow Ver.2.1
システム情報
Norton AntiVirus 2002
（付属のリカバリーCDから別途インストールを行います。）
CyberSupport  Ver.3.1 for VAIO（「できるWindows XP for VAIO」収録）
VAIO壁紙
VAIOオンラインカスタマー登録
UI Design Selector

OS
クリエーション

オーディオ&
ビジュアル

エンター
テインメント

コミュニケーション

カテゴリー
OS
DV動画／静止画入出力・簡易編集
動画編集・加工
画像ファイルマネジメント
静止画作成・加工（ペイント）
年賀状作成
アルバム／ラベル作成・プリント
テレビ録画／管理／再生 統合ソフト
Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー
Giga Pocketリモート予約
OpenMG対応 音楽ファイル管理／再生ソフト
音楽ファイル管理／再生ソフト
AV再生ソフト
DVD再生ソフト
AV再生プラグイン
ムービープレーヤー
ストリームプレーヤー
OpenMG対応 自動演奏ソフト
インターネットカラオケ
インターネット麻雀
インターネット放送
ビジュアルコミュニケーション
電子メール

インターネットブラウザー
サービスプロバイダー

コミュニケーション

リファレンスツール

ステーショナリー

ユーティリティー

カスタマーサポート
その他

カテゴリー
サービスプロバイダー

デジタルマップナビゲーター
クリエ用地図切り出しツール
サンプル地図データ

電車交通案内
PDFビューワー
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）
テキスト・メール読み上げソフト
アプリケーション等起動設定
メディアブラウザー
ユーティリティー
ウィルスチェッカー

VAIOマニュアル
VAIOオリジナル壁紙
オンライン・カスタマー登録
VAIOオリジナルGUIセットアップ

DVDソフトを手軽に再生、
「MediaBar DVDプレーヤー」

DVDソフトの映画やミュージックビデオを手軽に楽しめます。
PCV-J21MGL5なら、リモコン操作も可能です。

画像を楽しく一覧チェック、
「VisualFlow」

フォルダー内の静止画や動画のサムネイル画像を、
らせん状などのユニークなかたちで一覧表示します。

音楽の楽しみを広げる、
「RealJukebox」

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。

バイオならではのメールアドレスが
すぐに取得できる「バイオネットワークサービス」

（http://www.vaio.ne.jp/）
バイオ所有の証（@＊＊＊.vaio.ne.jp）でメールの送受信が
楽しめる「バイオメールアドレス」（月額300円／税別）など、

さまざまなサービスを用意しています。
※ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。

※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、2002年6月30日まで、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

※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。

文字を読み上げてくれる、
「Simple Speech」

任意のテキストやホームページの文字、新着メールなど、
文字情報を音声で読み上げてくれます。

手軽に入会、「オンラインアクセスソフト」
各プロバイダーへ手軽に入会。ブロードバンド接続サービスもあり。
また「So-net」なら接続料金が最大3か月無料の特典付きです＊。

＊アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担になります。
※So-net特典の詳細については、So-netインフォダイヤル

0570-00-1414までお問い合わせください。

軽快に使える、
「WindowsR XP Home Edition」

WindowsR 2000の安定性を引き継ぎつつ、
いっそうスマートな機能性とインターフェースを備えました。

表情をメールで届ける、
「Smart Capture」

バイオカメラやデジタルハンディカムで撮った動画を、
手軽にメール送信。表情や仕草まで伝えられます。

デジタルマップを多彩に活用、
「Navin’You」

地図上に静止画やメモを貼ったり、旅行行程を
検索したりと、パソコン上で地図を多彩に活用できます。

年賀状も手軽に作れる、
「筆ぐるめ for VAIO」

イラストや挨拶用の文字を豊富に備えたテンプレートにより、
さまざまなデザインの年賀状やポストカードが手軽に作成できます。

まだまだ、遊び、盛りだくさん。

便利がそろった、
「MicrosoftR Office XP Personal」

ワープロや表計算、情報管理など、
幅広いシーンで便利に活用できるソフトがそろっています。

PCV-J21MBPV7のみ

サ ポ ート
困ったこと、わからないこともスマートに解決。

インフォメーション
バイオの楽しい使い方や
最新情報をご提供。

特別な質問や修理のご依頼は電話で相談。

内容豊富なインターネットで検索。

まずは気軽にバイオに質問。

「CyberSupport」

「UPGRADE AREA」

◎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。

◎「できるWindows XP for VAIO」：
WindowsR XP Home Edition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。

◎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＊：
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
（ht t p : / / v c l . v a i o . s o n y . c o . j p /）

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。

VAIOオンラインカスタマー登録

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。

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

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。
※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、「Navin’You」
などのプリインストールソフトの最新版アップ
グレードキット、さらに「AdobeR PremiereR

LE」や「AdobeR PhotoshopR Elements」
などの他社ソフト、各種素材集や書籍など、バ
イオを楽しくご活用いただくためのさまざまな
アイテムをご提供しています。

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。

「できるWindows XP for VAIO」



しっかり、求めた、高性能。

ソニーのPCは正規のMicrosoftRWindowsRを搭載しています。
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＊eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。
※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。

1514

高速S400規格対応の
i.LINKケーブル

［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）

増設メモリーモジュール

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

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

※本機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。

CD-Rメディア・700MBタイプ
CDQ-80CNL（ブルー）
CDQ-80CNB（ブラック）
CDQ-80CNP（ピンク）
以上オープン価格

CD-Rメディア・650MBタイプ
CDQ-74CNL（ブルー）
CDQ-74CNP（ピンク）
CDQ-74CNB（ブラック）
CDQ-74CNV（パープル）
以上オープン価格
◎ディスクが見えるシースルーパッケージ

CD-RWメディア
CD-RW650DF
オープン価格
◎「DirectCDTM」対応フォーマット済み

●　関連商品　●

● 「バイオJ」付属ディスプレイ ●

なめらかなフォルムとコンパクトさを求めた新デザイン。
スマートに置いて、気持ちよく遊べるよう配慮しました。

シャープさが際立った、スタイリッシュなフォルム。
FDトリニトロン管を備え、フラット&高画質も実現します。

●PCVD-A201の主な特徴

◎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。

◎側面に2ポートずつ計4ポートの

USBハブを装備。

●HMD-A101の主な特徴

◎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。

◎側面に2ポートずつ計4ポートの

USBハブを装備。

●PCVD-15XD5（L）の主な特徴

◎高画質15型TFT液晶パネルを採用。

◎DVI準拠のデジタルインターフェースの

採用により、クリアな画質を実現。

◎使用状況に応じて角度調節が可能な

ダブルヒンジ型スタンドを採用。

◎Sage社のスケーリングチップの使用により、

解像度を変えても高精細な表示が可能。

◎4ポートのUSBハブを装備。

高速ネット接続を実現。
「ネットワークコネクター」

100BASE-TX／10BASE-T対応の
ネットワークコネクターを装備。高速
ネットが楽しめます。

柔らかな曲線を生かした、流れるようなスタイル。
FDトリニトロン管を搭載し、平面・高画質も追求しました。

PCV-J21MBPV7付属
17型ディスプレイ

PCV-J21V5付属
15型ディスプレイ

●PCVD-A201の主な仕様 ●CRT：◎17型FDトリニトロン ◎AGピッチ…0.24～0.25mm ◎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）●表示画面サイズ：幅
310×高さ232mm ●走査周波数：水平30-70kHz、垂直50-130Hz ●電源：AC100～120V・50／
60Hz ●消費電力（USB機器非接続時）：◎通常時約105W以下 ◎サスペンド時15W以下 ◎アクティ
ブオフ時5W以下 ●外形寸法：幅420×高さ382×奥行440mm ●質量：約19kg

●HMD-A101の主な仕様 ●CRT：◎15型FDトリニトロン ◎AGピッチ…0.24～0.25mm ◎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）●表示画面サイ
ズ：幅270×高さ202mm ●走査周波数：水平30-70kHz、垂直50-130Hz ●電源：AC100V・
50／60Hz ●消費電力（USB機器非接続時）：◎通常時約95W以下 ◎サスペンド時15W以下 ◎ア
クティブオフ時5W以下 ●外形寸法：幅373×高さ372×奥行425mm ●質量：約15kg

PCV-J21MGL5・
J21ML5付属
15型液晶ディスプレイ

●PCVD-15XD5（L）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…35ミリ秒 ●最大解像度：XGA 1024×768（60Hz）●視野角：水平120度、垂直上45度／下55度

●電源：AC100V・50／60Hz ●消費電力（USB機器非接続時）：◎通常時約27W ◎アクティ
ブオフ時2W以下 ●外形寸法：幅380×高さ320～370×奥行200mm ●質量：約4.9kg

撮影画像を直接取り込む。
「メモリースティックスロット」

新世代メディア「メモリースティック」の
専用スロットを搭載。サイバーショット
で撮った「メモリースティック」も直接
差し込め、素早く画像を活用できます。

撮った動画も手軽に取り込み。
「i.LINK端子」

デジタルハンディカムなどのDV機器
やDVD-RWドライブなどを直接接続
できるi.LINK端子。最大400Mbpsも
の高速データ転送が可能です。

● キーボード ● ● スピーカー ● ● Giga Pocket・DVD用 ●
リモコン&リモコン受光ユニット

（PCV-J21MGL5のみ付属）

● ホイールマウス ●
（スクロール機能付き）
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q CD-RW／DVD-ROM一体型ドライブ

w 電源ランプ

e ハードディスクアクセスランプ

r フロッピーディスクドライブ

t 電源スイッチ

y メモリースティックスロット

u i.LINK端子（S400／4ピン）

i USBコネクター

o キーボードポート

!0 USB コネクター

!1 ディスプレイ出力

!2 パラレルポート

!3 i.LINK端子（S400／6ピン）

!4 ヘッドホン出力

!5 ライン入力

!6 マイク入力

!7 デジタルディスプレイ用コネクター

（DVI）

!8 マウスポート

!9 ネットワークコネクター

@0 AC電源入力プラグ

@1 シリアルポート

@2「Giga Pocket」用MPEG2

リアルタイムエンコーダーボード

・オーディオ出力

・ビデオ出力（ビデオ／Sビデオ共用）

・オーディオ入力

・ビデオ入力（ビデオ／Sビデオ共用）

・VHF／UHF（アンテナ）端子

@3 電話回線端子

@4 電話機端子

●は、PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7に搭載。PCV-J21V5には搭載しません。
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メールソフトやブラウザーなどがワンタッチ起動するショートカットキー装備。

◎緩衝材に段ボールを使用
◎主要部のはんだ付けに無鉛はんだ使用

※PCVA-15XD5（L）は、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します。（2001年9月現在）

（たて置き時）

● 本体背面 ●
（PCV-J21MGL5）

※拡張スロットのほかは、PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7共通です。

● 本体前面 ●
前面のパネルは上下にスライドします。※写真はPCV-J21MGL5です。

● 拡張スロット部 ●
（PCV-J21ML5）

● 拡張スロット部 ●
（PCV-J21MBPV7）

● 本体背面 ●
（PCV-J21V5）

マルチコーデック対応で、
MP3データも手軽に持ち出せる
ネットワークウォークマン。

ネットワークウォークマン
NW-E10
オープン価格 10月下旬発売予定

◎ATRAC3／MP3の音楽データが
記録可能 ◎「ジョグレバー操作キ
ー」でいっそう快適操作 ◎外形寸
法：幅27 . 8×高さ92 . 4×奥行
13.3mm ◎質量：約55g

新世代の記録メディア、
「メモリースティック」。

MSA-8AN（8MB）
MSA-16AN（16MB）
MSA-32AN（32MB）
MSA-64AN（64MB）
MSA-128A（128MB）
以上オープン価格

手軽にビデオメールが楽しめる
バイオカメラ。

バイオ用カメラ
PCGA-VC2 オープン価格
◎CCD総画素数：1／6型35万画
素プログレッシブスキャンCCD ◎
カメラ機構：回転角度210度 ◎取
り付けアダプター×2、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25mm
◎質量（カメラ部）：約45g



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、画質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

2001.10
カタログ記載内容2001年10月現在

〒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

CVIWHXTP-1   Printed in Japan.   （84995674）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

よい品を
手軽にクレジットで

安全点検のお願い ●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。

このような症状はありませんか。

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。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINK、 は商標です。●Microsoft、Windowsは
米国Microsoft Corporation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™、R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。

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

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

a
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www.microsoft.com/piracy/howtotel l

●　PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7・J21V5の主な仕様　●

MicrosoftR WindowsR XP Home Edition
3DNow!TMプロフェッショナルテクノロジー 1GHz（1000MHz）AMD AthlonTMプロセッサ－
1次キャッシュ128KB／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）
SiS 730Sチップセット
128MB／512MB＊1（SDRAM）
200MHz（メモリーバス133MHz）
DIMMスロット×2（1）
SiS 730Sチップセットに内蔵
16MB（メインメモリー共有）
約1677万色（1024×768、800×600、640×480）＊2

3.5型 2モード（1.44MB／720KB＊3）×1
約60GB（Cドライブ約8GB／Dドライブ約52GB）〈Ultra ATA（100）〉＊4 ■録画時間のめやす ◎DV：約4時間
◎MPEG（PCV-J21MGL5のみ）：高画質モード約14時間、標準モード約28時間、長時間モード約76.5時間
◎読み出し：最大32倍速（CD-R／CD-ROM）、最大20倍速（CD-RW）、最大8倍速（DVD）
◎書き込み：最大8倍速（CD-R）、最大4倍速（CD-RW）＊5

◎キーボード（PS／2、MiniDIN×1）◎マウス（PS／2、MiniDIN×1）
◎ネットワークコネクター（100BASE-TX／10BASE-T）×1◎シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン×1）
◎パラレルポート（D-sub 25ピン×1）◎USB×2（PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7）／USB×3（PCV-J21V5）
◎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）◎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（PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7）、
S400 6ピン端子×1および4ピン端子×1（PCV-J21V5）
◎ディスプレイ出力：
VGAタイプ D-sub 15ピン＊6×1およびDVIコネクター（デジタルディスプレイ用）＊7×1（PCV-J21MGL5・J21ML5）、
VGAタイプ D-sub 15ピン×1（PCV-J21MBPV7・J21V5）
◎メモリースティックスロット×1＊8

◎USB端子×1 ◎i.LINK S400 4ピン端子×1
◎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）◎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
・長時間モード（MPEG1 1.41Mbps 352×240 30fps）約94分／1GB
◎ビデオ入力：（ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN）×1 ◎オーディオ入力：ステレオミニジャック×1
◎ビデオ出力：（ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN）×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（VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13-C63、ステレオ、2カ国語）×1＊9

●PCV-J21MGL5：◎PCI×3（1）＊10 ◎AGP×1（0）●PCV-J21ML5：◎PCI×3（2）＊10 ◎AGP×1（0）
●PCV-J21MBPV7：◎PCI×3（2）＊10 ◎AGP×1（1）●PCV-J21V5：◎PCI×4（2）＊10

3.5インチ（ハードディスク用）×2（1）
SiS730Sチップセットに内蔵、AC97準拠、3Dサウンド対応（DirectSound 3D）
最大56kbps（V.90／K56flexTM）＊11／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）＊12

◎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）
◎ステレオスピーカー ◎電源ケーブル ◎電話線 ◎マニュアル ◎リカバリーCD
●PCV-J21MGL5のみ：◎Giga Pocket・DVD用リモコン ◎リモコン受光ユニット
◎ビデオ接続用変換コネクター（MiniDIN←→RCAピン端子）×2 ◎アンテナ接続ケーブル×1（3.6m）
AC100V ±10％／50～60Hz
●PCV-J21MGL5：約66W（最大約220W）／スタンバイ時約2.5W
●PCV-J21ML5・J21MBPV7・J21V5：約56W（最大約220W）／スタンバイ時約2.5W
R区分0.0008
幅170×高さ306×奥行365mm（突起物を除く）
●PCV-J21MGL5：約9.5kg ●PCV-J21ML5・J21MBPV7：約9.4kg ●PCV-J21V5：約9.2kg

■「SonicStage for VAIO」のご使用上のご注意：●バイオでご使用上のご注意事項 ◆「SonicStage」は、著作権保護技術
「OpenMG」に対応しています。「OpenMG」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
環境を広げていくためのものであり、ご利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。◆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、「OpenMG」で暗号化されて管理されます。暗号化が施され
た音楽ファイルは、特に認められたもの以外は、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。◆暗号化された音
楽ファイルをバックアップ／復元するには、付属ツールにより「SonicStage」で管理しているすべてのファイルを一括して行います。
その際、認証のためにインターネッへの接続環境が必要になります。◆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）。
◆「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。●「OpenMG」対応
外部機器・メディア（「Net MD」対応機器を含む）をご使用上のご注意事項 ◆通常の音楽ファイルは、同時に最大3台までの
「OpenMG」対応外部機器／メディアへの転送（チェックアウト）が可能です。ただし、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、「最大3台」が当てはまらない
場合があります。◆外部機器／メディアに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。◆「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。●CD
ライティング機能についてのご注意事項 ◆作成される音楽CDは一般の音楽CD規格（CD-DA）に準拠しますが、全てのCD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CD-R／RWディスクへの対応可否、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。また、CD TEXT対応音楽CDのタイトル表示についても同様です。◆MP3ファイルを記録して作成さ
れるCD-ROM（MP3 CD）は、すべてのMP3再生対応CDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。動作を確認した
ソニー製プレーヤーは、VAIOホームページ内「SUPPORT」でご案内します。
◆　 は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under
license by Aris/Solana/4C.
◆OpenMGおよび　　　　 はソニー株式会社の商標です。
■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。WindowsR 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.2.4およびMovieShaker
Ver.3.2は、2001年9月10日現在、ソニーが2001年8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、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.2.4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。◆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。
■「URecSight」ご使用上のご注意：◆「パーキャスTV」によるライブ発信は、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、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、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。
■「Giga Pocket」についてのご注意：◆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。
■「PicoPlayer」についてのご注意：◆「Giga Pocket」搭載バイオは、「PicoPlayer」のインストーラーをハードディスク内に
備えており、これで他のバイオに「PicoPlayer」をインストールすることができます。なお、2001年以降に発売のバイオのDVD-
ROM搭載機種は、MPEG2形式の映像を再生可能な「PicoPlayer」を搭載しています。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 XP Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows
Millennium Edition、およびWindows 98 Second Edition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 MediaPlayer6.4以上が必要です。
■DVD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。
■CD-RWに関するご注意：◆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。 ◆CD-R／RWへのデータの書き込みは、OSに搭載されるデータライティング機能で行えます。またオリジナル
音楽CD作成や音楽CDバックアップは「SonicStage」で行えます。
■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。
■関連製品についてのご注意：◆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（本ページ下部参照）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。◆本カタログに「関連製品」として掲載されている製品は、詳しい仕様や付属品、ご注意事項等につ
いてその全てを掲載しているものではありません。販売店に確認いただくかそれぞれのカタログ・Webサイトをご覧ください。
■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。 ◆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。

1.5W＋1.5W（JEITA）
幅88×高さ190×奥行90mm（スピーカー1台あたり）
L側約240g／R側320g

スピーカー部
最大出力
外形寸法
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本体部
OS
プロセッサー
キャッシュメモリー
チップセット
メインメモリー 標準／最大
プロセッサーシステムバス
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
表示モード
フロッピーディスクドライブ
ハードディスク

CD-RW／DVD-ROM
一体型ドライブ
外部接続端子（背面）

外部接続端子（前面）（PCV-
J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7のみ）
MPEG2リアルタイム
エンコーダーボード
（PCV-J21MGL5のみ）

拡張スロット（空き）

拡張ベイ（空き）
オーディオ機能
内蔵モデム
主な付属品

電源
消費電力

エネルギー消費効率＊13

外形寸法（本体）
質量（本体）

＊1：標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、256MBメモリーモジュール（PCVA-MM256S）を2枚増設した場合です。＊2：PCV-J21MBPV7・J21V5付属のディ
スプレイでは、1280×1024（1677万色、60Hz）の表示も可能です。PCV-J21MGL5・J21ML5付属の液晶ディスプレイおよびDVIコネクターで接続された別売ディスプレイ
では最大1024×768（1677万色）となります。＊3：720KBの書き込みは可能ですが、フォーマットはできません。＊4：1GB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、約55.8GB（Cドライブ約7.4GB／Dドライブ約48.4GB）と
なります。＊5：High Speed CD-RWディスクの書き込みには非対応です。＊6：別売モニター用です。付属液晶ディスプレイは接続できません。＊7：DVIコネクターは、
PCV-J21MGL5・J21ML5付属ディスプレイPCVD-15XD5（L）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。＊8：静止画／動画データなど、通常
のファイルデータの書き出し／読み込み専用です。「マジックゲートメモリースティック」も使用可能ですが、著作権保護（暗号化）を施された音楽ファイルの書き出し／再生はで
きません。＊9：VHF（1ch-12ch）・UHF（13ch-62ch）・CATV（C13-C63）の受信が可能。衛星放送の受信はできません。＊10：ボード長が20cmを超えるPCIボードは装
着できません。＊11：56kbps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。＊12：PCV-J21MGL5・J21ML5・J21V5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。＊13：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いたものです。


