
●本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

パーソナルコンピューター［バイオLX］

PCV-LX92G/BP・LX82/BP
・LX52G/BP・LX52/BP

※写真はPCV-LX92G/BPです。※画面はハメコミ合成です。

毎日しぜんと向かいあえる、スタイル、そして使いやすさ。楽しさも新しい「バイオL X」。

MicrosoftR Office XP Personal
プレインストールモデル

＊PCV-LX92G/BP・LX52G/BPのみ。 詳しくは14ページをご覧ください。�



スタイルが気持ちいい、使い心地が新しい。洗練された“こだわり仕様”、バイオLX。

お気に入りのステーショナリーのように、毎日心地よく使う。

バイオLXは、そんなコンセプトにさらに磨きをかけた“こだわり仕様”です。

スタイリッシュで、場所をとらないコンパクトなボディ。使い方に合わせて

自在なアングル調整ができるスリムな15型液晶ディスプレイ。

加えて、全モデルにCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを採用するなど、

楽しさ・心地よさへの工夫がすみずみに盛り込まれています。

ダイレクトにペン入力が可能な液晶ペンタブレットを採用し

“描く”楽しさを実現するPCV-LX82/BP、

テレビの楽しみが広がる「Giga Pocket」搭載のPCV-LX52G/BP、

さらにそれらの魅力を兼ね備えたPCV-LX92G/BPなど、

個性豊かなラインアップ。使い勝手にもこだわり、すべてのモデルに、

便利な「MicrosoftR Office XP Personal」を備えました。

もっと心地よく、もっと楽しい、あなたとバイオの新しい毎日が、はじまります。

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX52/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。

パーソナルコンピューター

PCV-LX52/BP オープン価格＊

快適に使える、充実の基本性能と

「バイオ」ならではの楽しさを

詰めこんだスタンダードモデル。

P10

パーソナルコンピューター

PCV-LX52G/BP オープン価格＊

デジタル高画質で、自在に

テレビの録画・再生を楽しめる、

「Giga Pocket」搭載モデル。

P11
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V A I O  L X 機能比較 P22

パーソナルコンピューター

PCV-LX92G/BP オープン価格＊

液晶ペンタブレットの魅力に加え、

「Giga Pocket」によるテレビの

楽しさまでも備えたハイエンドモデル。

P12・13

パーソナルコンピューター

PCV-LX82/BP オープン価格＊

画面にダイレクトにペン入力。身近な

操作感と“描く”楽しさを実現する

液晶ペンタブレット搭載モデル。

P12・13



L a y o u t  F r e e

使い方にあわせてスタイルを変える。

あなたとバイオとのスマートな関係が生まれます。

暮らしの中でいつでも身近に使えるように。

バイオLXは、使い方・楽しみ方に合わせた多彩なスタイルを求めました。

読書感覚でネットサーフィンを楽しんだり、よりスムーズに

タイピングをしたり。さらにPCV-LX92G/BP・LX82/BPでは、

スケッチブックに向かうように画面に描き込めるなど、

使う自分にいちばんうれしいスタイルが選べます。

また、使わないときは、キーボードを

押し込んでコンパクトに収納。

机をいっそう広く使えるよう配慮しました。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX52/BPです。＊ペンで操作が行えるのは、PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみです。

Smart Typing Style
キーボードと画面が近いので、視線移動が

少なく、キーボードに慣れていない人でも、

タイピングなどがスムーズに行えます。

Compact Style

Pen & Key Style
ペン操作時＊にもキーボードが使えます。

使用後は、キーボードカバーを閉めれば、

誤ってキーを押すこともありません。

使わない時にも、キーボードを

ディスプレイの下に押し込んで、

コンパクトに収納できます。

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell4 5

Pen & Simple Key Style
ペン操作時＊でも、テンキーを使った

数値入力や、快適なショートカット

コマンドが利用できます。

Flat & Compact Style
キーボードをディスプレイの下に

収納した省スペーススタイル。

雑誌を読むような感覚で

インターネットなども気軽に楽しめます。

ディスプレイを、心地よい25度の

エルゴノミックアングルに傾けた、

標準的なスタイルです。

Standard Style



スリムでスタイリッシュ、そしてなにより、気持ちよく

向かい合えることを大切にした、液晶ディスプレイ。

高さや角度を自由に調整できるダブルヒンジ機構を備え、

くつろいだ自然な姿勢で画面を眺められます。

描く楽しさを実現するPCV-LX82/BP、

テレビを楽しめるPCV-LX52G/BP、

それらの楽しさを併せ持ったPCV-LX92G/BPには、

さらに広視野角パネルを搭載し、幅広いアングルから

画面を見られるよう配慮しました。

使う人にいつでもフィットする、

こだわりの液晶ディスプレイです。

自由に角度を調整できる

ダブルヒンジ機構。

周辺機器を手軽につなげらる

USBコネクター。

自然な姿勢で向かいあえる。そんな理想を追求した、

こだわりの液晶ディスプレイです。

自由にディスプレイ角度が調整可能。

エルゴノミックアングルにも対応。

パネル部に2箇所の可動部を設置したダ

ブルヒンジ機構を採用しました。垂直か

ら最大65度まで画面を倒すことができ、

机や椅子の高さ、使う人の姿勢など使用

状況に応じて、好きな角度・高さに調整

可能。もちろん、肩や首の負担が少なく

快適に使用できる、25度前後のエルゴ

ノミックアングルにも対応します。

シンプル接続2

スピーカー
一体型ディスプレイ シンプル接続1

映像、音声、電源の
接続はケーブル1本

シンプル接続3

キーボードを
ディスプレイに直接接続

全モデルに高精細な

15型TFT液晶ディスプレイを装備。

全モデルに、スリムで見やすい15型TFT液

晶ディスプレイを装備。また、PCV-

LX92G/BP・LX82/BP・LX52G/BPで

は、広視野角パネルを採用し、幅広いアン

グルから画面が見えるよう配慮しました。

さらに、PCV-LX92G/BP・LX82/BPは、

映り込みを軽減するアンチリフレクション

フィルムを装着した保護ガラスも搭載。ペ

ン操作がより快適に楽しめます。

高出力・高音質ステレオスピーカーを

コンパクトに内蔵。

バイオＬXは、液晶ディスプレイのスリム

なボディに高音質ステレオスピーカーを内

蔵しました。左右独立の専用エンクロー

ジャーにスピーカーユニットを搭載し、さ

らにチューニングポートを設置。伸びのよ

い中高音域とパワフルな低音の再生を実

現、音楽や動画の音声を高音質の迫力サウ

ンドで楽しめます。

シンプルにつながる、自由に置ける。

レイアウトも手軽に楽しめる。

バイオＬXは、本体、ディスプレイ、キー

ボードを自在に置ける3ピースタイプ。お

互いが単一のケーブルで接続されるので、

より自由に、より手軽にレイアウトが楽し

めます。ディスプレイを中心にした接続

スタイルを採用したため、本体を離した

レイアウト＊も可能です。

＊ディスプレイケーブルの長さは約1.5mです。

高精細な映像を楽しめる

デジタルインターフェースを採用。

ディスプレイと本体との接続には、全モデ

ルでデジタルインターフェースを採用しま

した。映像ノイズがきわめて少なく、DVD

ソフトをはじめとした、さまざまな映像コ

ンテンツを、クリアに楽しめます。

S m a r t D i s p l a y

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell6 7※写真はPCV-LX52/BPです。



i.LINK（IEEE1394）端子

メモリースティックスロット

PCカードスロット

スライド式カバー

USBコネクター

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ

コンパクトに置く、スマートに使う。

“こだわり仕様”が行き届いた使いやすさです。

デスクの上にコンパクトに置いて使いたい。

キーボードも本体も、そんな気持ちに応える

省スペース設計を追求。使わない時には、

パームレストがキーボードカバーになるなど、

さらに細やかな工夫が施されています。

目的の機能がワンタッチで起動する

「プログラマブル・パワーキー」や、ネットワークに

手軽につながるネットワークコネクターなど、

使い勝手も充実。さらに本体前面に、

多彩な周辺機器とリンクする、充実の

拡張性を求めました。

使いたい機能がワンタッチで起動。

省スペース設計を

追求したスリムなサイズ。

スマートに置ける、

コンパクトボディ。

着信メールをお知らせする

インフォメーションランプ。

使いたい機能が電源オフからワンタッチ起動。

電子メールやインターネットブラウザーの

起動などがワンタッチで行える「プログラ

マブル・パワーキー」を装備。電源オフ状態

からでも使えるので、メールの確認＊1など

がボタン一押しで行えます。また「HELP」

ボタンで、バイオ専用サポートツール

「CyberSupport」が起動。「バイオ」の使い

方に関する質問を入力すると、豊富なヘル

プファイルから関係ある情報を検索・表示

します。4個のキーには自分のよく使うプログラムが設

定可能。メールの着信を点灯して知らせる「インフォメー

ションランプ」＊2や、指定した時間にソフトを起動させる

「タイマー機能」＊3 など、より進んだ使い方もできます。

＊1 電子メールの自動取り込みには、別途インターネットプロバイダーと

の契約、およびダイヤルアップの設定が必要です。＊2 インフォメーションラ

ンプは付属の「Outlook Express 5.5」、「Eudora（4.3-J）」、「PostPet for

Windows」に対応します。＊3 タイマー機能は「休止状態」「スタンバイ」

のいずれかの状態から1日1回まで設定できます（曜日指定にも対応）。

キーボードカバーとしても使える

パームレストを装備。

キーボードには開閉式のパームレストを装備し、使

わない時にはのばしてキーボードカバーに。スタイ

リッシュでコンパクト、さらにホコリも防ぐよう工

夫しました。さらに、キーボードをディスプレイの

下へ押し込めば、デスクをいっそう広く使えます。

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装備。

直接ネットワークへ接続できる、100BASE-TX/

10BASE-T対応のネットワークコネクターを採用しまし

た。イーサネットを使用した、さまざまなネットワーク機

器との接続がハードウェアを追加することなく行えます。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ搭載。

バイオLXは、全モデルでCD-RW/DVD-ROM一体型

ドライブを採用。大容量データの保

存や音楽CDづくりはもちろん、DVD

ビデオも楽しめます。

本体前面から、多彩な周辺機器にリンク。

バイオLXは拡張性も充実。i.LINK端子やPCカードス

ロット、USBコネクターなどを本体前面に装備。デジタ

ルハンディカムや、さまざまなバイオギアとも手軽にリ

ンクし、活用できます。また、スマートなIC記録メディ

ア「メモリースティック」の専用スロットも搭載しました。

新世代の記録メディア「メモリースティック」対応。

スマートな記録メディア「メモリースティック」。さまざ

まなデータの保存はもちろん、サイバーショットなどの

静止画データも記録できます。バイオLXでは、本体前

面に「メモリースティック」専用スロットを備え、差し込

むだけで電源がオン。メディアブラウザー「VisualFlow」

が自動起動され、「メモリースティック」内の記録データ

を一覧表示します。必要な画像を取り込んだり、逆に、

「バイオ」で加工した画像を書き出すことも可能です。

＊「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）を施し

て記録された音楽ファイルは、このスロットに装着した状態で再生す

ることはできません。

S m a r t  B o d y  &  K e y

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX52/BPです。※写真のサイバーショットDSC-P1は別売です。8 9

◎i.LINKに関するご注意
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）・

ハードウェアによって規定されます。

［ＭＡＩＬ］キーを
一押し

インフォメーションランプ
で着信のお知らせ

s

■ ワンタッチでメールチェック



LX52/BPPentiumR III 1B GHz、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを搭載。

心地よく使える高性能と楽しみに満ちた、PCV-LX52/BP。

部屋にスッととけこむスタイリッシュなボディに、

充実の基本性能を備えた、PCV-LX52/BP。

PentiumR III プロセッサー1B GHz、60GBハードディスクを

装備し、ビデオ編集から音楽まで「バイオ」がもつ

多彩な楽しさを心地よく味わえます。また本体のドライブには、

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを搭載。

大容量データの保存や音楽CDづくりはもちろん、

DVDビデオの映画ソフトや音楽ソフトも

デスクトップで存分に楽しめます。

15型 TFT液晶

1024×768ドット

パーソナルコンピューター

PCV-LX52/BP オープン価格＊

●専用15型TFT液晶ディスプレイ付属

CPU

Pentium III�
プロセッサー�
1B GHz＊�

メモリー�

128MB

HDD

60GB

OS

Windows�
Millennium�
 Edition

ドライブ�

ネットワーク�
コネクター�

i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

メモリー�
スティック�
スロット�

PCカード�
スロット×1�
（Type　）   

CD-RW�
DVD-ROM�
一体型�
�

LX52G/BP「Giga Pocket」で、テレビを録る、見る、管理する。

テレビ生活が新スタイルで楽しめる、PCV-LX52G/BP。

パーソナルコンピューター

PCV-LX52G/BP オープン価格＊

●専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、Giga Pocket・DVD用リモコン付属

i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

CPU

Pentium III�
プロセッサー�
1B GHz＊�

メモリー�

128MB

HDD

60GB

OS

CD-RW�
DVD-ROM�
一体型�

ドライブ�

Windows�
Millennium�
 Edition

ネットワーク�
コネクター�

メモリー�
スティック�
スロット�

PCカード�
スロット×1�
（Type　）   

15型 TFT液晶

1024×768ドット

テレビ番組をデジタル高画質で録画して、自在に再生。

「Giga Pocket」を搭載のPCV-LX52G/BPなら、

「バイオ」を液晶テレビ＆ビデオとしてスマートに

楽しめます。インターネットやiモードでの番組予約、

録画番組の明快な管理といった、パソコンならではの

便利な機能が充実。新たに、録画した番組を「クリエ＊」に

転送して外出先で見る楽しみも加わり、

ますますテレビの可能性を広げました。

新しく、そして快適なテレビ生活がはじまります。

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX52G/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。 www.microsoft.com/piracy/howtotell※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX52/BPです。※写真のデジタルハンディカムDCR-PC110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。

広視野角
水平垂直170度

10 11

＊1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表します。 ＊1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表します。

「Giga Pocket」についての
詳細はP14・15をご覧ください。

ギ ガ ポ ケ ッ ト

ギ ガ ポ ケ ッ ト

＊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。

詳しくは、VAIOホームページをご覧ください。

と



＊「マイフレーズ」はCD-ROMで付属します。

画面にダイレクトにペン入力。

電磁誘導方式の液晶ペンタブレットを搭載。

PCV-LX92G/BP・LX82/BPは、ディスプレイに液

晶ペンタブレットを採用。本来マウスで行われるポイ

ンター移動やクリックなどの基本操作が、専用ペンを

使い画面で直接行えます。ペン先にしか反応しない電

磁誘導方式により、手をついて楽に正確に操作が可能。

同時に、高い読みとり精度と、ほぼ時間差なくペンの

位置をカーソル表示できる快適な読みとり速度を実現

しました。筆圧も、256レベルで感知。対応ソフトを

使用すれば、線の太さや濃淡を自在に表現できます。

■ 軽量で使いやすい専用ペンを付属：

電磁誘導方式のため、付属の専用ペンは電池

が不要。軽く持って手軽に操作できます。ペン

のサイドには、2つのスイッチを装備し、ダブル

クリックや右クリックなどのコマンド設定が可

能。また、ペンを反転させれば、消しゴムとし

て利用できるテールスイッチを搭載しました。

■手書きでテキスト文章を直接ペン入力：

ペンで画面上に書いた手書き文字をテキスト文字に変換し、他の

ソフトに送れる予測手書き文字認識ソフト「マイフレーズ＊」を付属。

メールやワープロなど多彩なシーンで、キーボードを使わない文

章入力が実現します。さらに、手軽さにいっそうこだわり、はじ

めの1文字を書き入れれば、入力

しようとしている語句・フレーズ

をリストアップする予測入力機能

を装備。候補の中から選ぶだけで

スピーディーに文章が完成します。

ヘッドセットマイクを使って、

声でも文章入力が可能。

ワープロなどのソフトで声による文章入力を実現する、

音声認識ソフトウェア「DragonSpeech Partner 5.0」

とヘッドセットマイクを装備。音声ですばやく入力し、

ペンで修正するなど、キーレスオペレーションの可能性

がまたひとつ広がります。

写真を手軽に合成したり、修正したり。

自在にオリジナルフォト制作が楽しめる。

写真をさまざまに加工できる「AdobeR PhotoshopR

5.0 LE＊」を備え、手軽にコラージュフォトの作成が可

能。写真の一部をペンで直接切り抜いて、ドラッグ＆

■ 筆圧による線の太さの変化（Painter 6）

サイドスイッチ：
右クリック

セカンド
サイドスイッチ：
ダブルクリック

テールスイッチ：
筆圧対応の消しゴム機能

ゴッホタッチ

印象派

水彩にじみ

成。また似顔絵も、画面

に表示した写真のアウト

ラインをペンで直接な

ぞって自由に色付けす

れば、トレース感覚で仕

上げられます。もちろん筆圧感知に対応。微妙なライ

ンのアクセントや色の濃淡も感覚的に表現できます。

PCV-LX92G/BPなら、先進の

Webサイトをスピーディーに制作できる。

PCV-LX92G/BPが備

える「AdobeR

GoLiveTM 5.0」を活用

すれば、ページレイア

ウトからサイトの管理ま

で、ホームページ制作を総合的に行えます。複雑なコー

ド入力が必要なく、テキストや画像などの素材をドラッ

グ＆ドロップするだけで基本的なレイアウトが可能。

リンクの作成・確認など、サイト全体の管理も、「サイ

トビューウインドウ」でわかりやすく行えます。また、

「AdobeR LiveMotionTM」で、Webアニメーションづく

りもOK。各素材の表示時間を、時間軸にそって指定する

だけで、インパクトのあるアニメーションが制作できます。

LX92G/BP&LX82/BP画面に向かって直接ペン入力できる液晶ペンタブレットを採用。

身近な操作感から描く楽しさが広がる、PCV-LX92G/BP & LX82/BP。

いっそう使う人に身近な「バイオ」を目指して、慣れ親しんだ

ペンでの操作を実現したPCV-LX92G/BP・LX82/BP。

ディスプレイに電磁誘導方式の液晶ペンタブレットを採用し、

専用ペンを使って画面にダイレクトに入力が可能。

直感的でスマートな操作感から、手書き文字入力の便利さや、

お絵かき・デジタルフォト加工などの描く楽しみが広がります。

さらにPCV-LX92G/BPには、テレビ録画の楽しみを

実現する「Giga Pocket」までも備えました。

◎PCV-LX92G/BP・LX82/BPの専用カタログもご用意。

◎VAIOホームページにて、「バイオLX液晶ペンタブレット
講座」を掲載。http://www.vaio.sony.co.jp/Tablet/

こちらもあわせてご覧ください。

i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

CPU

Pentium III�
プロセッサー�
1B GHz＊�

メモリー�

128MB

HDD

60GB

OS

CD-RW�
DVD-ROM�
一体型�

ドライブ�

ネットワーク�
コネクター�

i.LINK
メモリー�
スティック�
スロット�

PCカード�
スロット×1�
（Type　）   

Windows�
Millennium�
 Edition

Painter 6 AdobeR�
PhotoshopR 5.0 LE

AdobeR�
LiveMotionTM

AdobeR�
GoLiveR 5.0

i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

メモリー�

128MB

HDD

40GB

OS

CD-RW�
DVD-ROM�
一体型�

ドライブ�

Windows�
Millennium�
 Edition

AdobeR�
PhotoshopR 5.0 LE

ネットワーク�
コネクター�

i.LINK
メモリー�
スティック�
スロット�

PCカード�
スロット×1�
（Type　）   

CPU

Painter 6

Pentium III�
プロセッサー�
1B GHz＊�

広視野角
水平垂直170度

15型 TFT液晶

1024×768ドット
15型 TFT液晶

1024×768ドット
広視野角

水平垂直170度

●専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、タブレット専用ペン、ヘッドセットマイク付属

オープン価格＊

パーソナルコンピューター

PCV-LX92G/BP
●専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、タブレット専用ペン、
ヘッドセットマイク、Giga Pocket・DVD用リモコン付属

ペン入力による慣れ親しんだ操作感と、イラスト作成や
フォトレタッチなど、手描きクリエーションの楽しさを実現。

パーソナルコンピューター

PCV-LX82/BP

液晶ペンタブレットによる“描く”楽しさと
「Giga Pocket」によるテレビ録画の魅力を集約。

オープン価格＊

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX82/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。

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell12 13

「Giga Pocket」についての詳細はP14・15をご覧ください。

ドロップで他の写真に貼り付け。境目を「消しゴム

ツール」でこすれば、自然に溶け込んだ合成写真がで

きあがります。また、暗く写った部分を明るくしたり、

よけいな背景を消し込むなど、写真の修正も思い通り

に実現。ピントがあまい写真も、「シャープ」機能を使え

ば手軽に引き締められます。もちろん筆圧感知に対応。

写真に色を付けられる「ブラシツール」などを使う時

に、ラインの太さや濃淡を感覚的に調整できます。

気軽なお絵かきから似顔絵、さらに凝った

絵画作品まで、多彩に手描きクリエーション。

写真から似顔絵を仕上げたり、凝った絵画作品を制作し

たり、ペイント作成ソフト「Painter 6」で、描く楽しみが

多彩に広がります。豊富なデジタル画材とカラーを備え、

美しい水彩画や油絵などの絵画作品も、ペンで手軽に作

ギ ガ ポ ケ ッ ト

＊1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表します。

＊1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表します。

＊PCV-LX92G/BP・LX82/BPのご登録カスタマーの方へ、AdobeR

PhotoshopR 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。



きます。DVDやデジタル衛星放送と同じMPEG2方式の採

用により、大画面のテレビに映しても充分な高画質を実現。

留守番録画など使い勝手にもこだわりました。

大容量ハードディスクにより、長時間録画が可能。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スタイ

ルを実現します。画質は３つの録画モードから選択でき、例え

ば標準・MPEG2モードなら、約28時間の録画が可能です。

専用リモコンを使って手元から

番組を呼び出し、すぐ再生。

「Giga Pocket」専用のリモコンを付属し、

録画、チャンネル変更などの基本操作はもちろ

ん、録画済み番組の選択・再生も可能。ビデオ

テープの抜き差し・巻き戻しもなく、手元で見

たい番組をすぐ再生できます。

録画番組を自在に再生。

「Giga Pocket」なら再生も自在。場面の大きな変わり目を

サムネイル表示する「フィルムロール」機能により、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、録画しなが

ら、すでに録った場面を再生できる「スリップ再生」も実現。予

約録画中に帰宅しても、放送終了前に最初から見られます。

iEPG対応番組情報サイト

を活用すれば、「予約」ボタ

ンのクリック操作などで、

手軽に録画予約が可能。

ビデオテープの入れ替え

もなく、見たい番組を次々予約設定できます。予約録画時

の、サスペンド状態での待機にも対応します。

バイオで高画質のテレビ録画が楽しめる「Giga Pocket（ギガ

ポケット)」。テレビ番組の映像信号をMPEG2のデータに変

換する専用ボードを内蔵することにより、バイオのハード

ディスクにデジタル高画質で録画し、快適に再生できます。

独自のハードウェア処理による、

高画質な録画・再生を実現。

「Giga Pocket」でのテレビ録画は、ソニー独自のTVチュー

ナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードによ

るハードウェア処理で行います。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。

鮮明な画質で、お手持ちのテレビに出力。

本体にアンテナとテレビを接続し、テレビの大画面に出力で

高画質・MPEG2�

約14時間�

標準・MPEG2�

約28時間�

ビデオCD相当・MPEG1�

77時間�

■最長録画時間

※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前後
することがあります。

＊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。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX52G/BPです。※写真のクリエPEG-N700C、ヘッドホンMDR-F1は別売です。

外出先でもiモードで録画予約。

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モード対応端末で録画予約が

できます＊。また、「PicoPlayer」をイン

ストールしたバイオでもiEPG番組情報サイトにアクセス

して予約設定が可能。例えば、外出先で録画したい番組

を選択。帰宅後、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できます。

テレビを自在に録画・再生。DVDでシアター感覚の映画鑑賞。映像の魅力をたっぷりと満喫できます。

映画や音楽などのDVDビデオも
手軽に楽しめる。

録画番組や予約設定の

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。また、番組のアイコンをクリックする

だけでサムネイル画像で内容を確認できます。

「クリエ」を使って外出先で

番組再生や予約準備。

「Giga Pocket」で録画した映像は、手軽な操作でソニー

の携帯情報端末「クリエ」に対応する形式に変換できます＊1。

変換後はメモリースティックに保存。「クリエ」に差し込め

ば、外出先で録画番組を楽しめます。また、「クリエ」で

「テレビ王国」にアクセスして録画予約の準備も可能＊2。

外出先で録画したい番組を選択し、帰宅後、HotSyncR

（データ交換機能）を利用して「バイオ」に転送。手軽に

「Giga Pocket」での録画予約の設定が完了します。

録画した番組を、バイオノートでも再生。

バイオノートなど

「Giga Pocket」を

搭載しないバイオ＊1

でも、「Giga Pocket」

で録った映像が見ら

れる「PicoPlayer

（ピコプレーヤー）」。

映像をバイオノート

に出力して、外出先で楽しむことも可能です＊2。また、

CD-Rに「PicoPlayer」と一緒に番組を書き出して他のバ

イオで再生することもできます。

バイオLXでは、全モデルでDVDビデオの再生がOK。

ソニーオリジナルソフトウェア「Media Bar DVDプレー

ヤー」を使って、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。また、「Giga Pocket」を搭載する

PCV-LX92G/BP・LX52G/BPではビデオ出力も可能。

お手持ちのテレビとつないで大画面で存分に鑑賞できます。

付属のリモコンにより、操作も手元から快適に行えます。

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

Media Bar DVD Player

14 15

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/

■現在サービス中のiEPG番組情報サイト

※「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。

※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。

＊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。

※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。

お手持ちのヘッドホンでサラウンド音響を実現。

DVDビデオの迫力あるサウンドの魅力を十分に引き出す

「ドルビー＊ヘッドホン」機能を装備。ヘッドホン端子に、

お手持ちのステレオヘッドホンを接続すれば、前後左右

から迫るドルビ－デジタル音声（5.1chのサラウンド音

声）をバーチャルに再現します。

5.1チャンネルの
サラウンド音場のイメージ図

インターネットで予約、ハードディスクに録画。新しいテレビ生活を実現する「Giga Pocket」。「Giga Pocket」搭載モデル：PCV-LX92G/BP・LX52G/BP

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

＊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形式で録画し

たビデオカプセルのみ再生可能です。ただし、「Giga Pocket」または一部の

DVD-ROMドライブ搭載バイオにプリインストールされている「PicoPlayer」は、

MPEG2映像の再生にも対応しています。詳しくは、各バイオのカタログをご確

認ください。なお、MPEG2の再生が可能な「PicoPlayer Premium」は、

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：WindowsR 98 Second Edition、WindowsR

Millennium Edition、およびWindowsR 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。

ギ ガ ポ ケ ット

と

インターネットで、手軽に録画予約。

デジタル高画質で、長時間録画。

録画番組は、スマートに管理。

＊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録画予約設定ソフト「TVscape（ティー

ヴィースケープ）」を、「クリエ」にインストールする必要があります。

「TVscape」は、専用サイト（http://www.sony.co.jp/CLIE/support/）から

ダウンロードにてご提供します。

■「クリエ」と連係し、録画予約や番組再生。

予約情報 映像データバイオ

メモリースティック�

Hot 
SyncR

■「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。

高画質

録 画

再 生

予 約 管 理

活 用



デジタルフォトを素材に、多彩にクリエーション。ホームページに載せたり、メールで送ったりと見せる楽しみもふくらみます。

も快適に整理できます。

動画像の静止画分解やス

クリーンセーバーなど、つ

くる楽しみも充実。また、

動画や静止画をソニーの「クリエ」で表示できる形式に

変換できるので、画像を手軽に持ち歩けます。

画像をホームページに。

多彩なテンプレートで、HTMLフォトアルバムを作成できま

す。一覧表示をしながら一枚ずつ拡大できる「ギャラリー」

など、高度なページが手軽

に作成可能。また、iモード

対応携帯電話に画像を表示

できる、コンパクトHTML

アルバムもつくれます。

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの画像の整理や
ホームページ作りに便利な、「PictureGear」。

「PictureToy（ピクチャートーイ）」は、画像にフリーハンドで

文字や絵を描くことのできる、ソニーオリジナルソフトウェア。

「PictureGear」「VisualFlow」「Navin' You」と連携して、

静止画にちょっとしたイラストや楽しいスタンプを加えたり、

地図に文字やルートを書き込むことができます。イラストや

メッセージを加えた画像は

ワンタッチでメールに添付

できるので、ビジュアル・コ

ミュニケーションの楽しさも

広がります。

画像にお絵描き感覚で文字や
絵を書き込める「PictureToy」。 PictureToy

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「LabelMaker（ラベルメーカー）」。

わかりやすいガイドに従って行くだけの操作でラベルづくり

ができます。CDやMDに加え、各種ビデオテープやメモリー

スティック、ゲーム用メモリーカードなど、12カテゴリー200

種類以上のさまざまなメディアのテンプレートを備えるほか、

あらかじめデザインされたテンプレートも用意。また画像に

文字や絵、スタンプなどを加えてアレンジするなど、オリジ

ナリティーあふれるラベルづくりも楽しめます。なお、ソニー

製のほか、「ヒサゴ」「エーワン」「エレコム」など、市販のラベ

ル用紙にも対応しています。さらに、オンラインCDショッ

プ「CDNOW JAPAN」と連携して、曲名やアーティスト名

などの情報を、そのままラベルに取り込むことも可能です。

静止画を活用して、ラベルづくりが
多彩に楽しめる「LabelMaker」。 LabelMaker

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX52/BPです。※写真のクリエPEG-N700C、サイバーショットDSC-P1は別売です。

類のエフェクトが、映像をさらに楽しく演出します。

別売のバイオカメラで、より手軽にビデオメール。

「バイオカメラ」があれば、本体やディスプレイに取り付

けて、さらに身軽にビデオメールが楽しめます。

「Smart Capture（スマート・キャプチャー）」を使えば、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＊3で送れます。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テープからでもキャプチャー可能。22種

デジタルハンディカムやバイオカメラでとらえた表情を添えて、
電子メールをもっと楽しくする、「Smart Capture」。

■画像を貼り付けて、オリジナルラベル・ジャケットづくり。

■センスよくデザインされた、豊富なラベルテンプレートを用意。

Smart Capture

OpenMG Jukebox
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楽しめる「OpenMG Jukebox」。

ハードディスクに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「OpenMG Jukebox

（オープンエムジー・ジュークボックス）」。お手持ちの音

楽CDの再生/録音や、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。

お手持ちのCDを録音して、自在に管理・再生。

お手持ちの音楽CDを、ATRAC3＊1形式で高音質のまま

圧縮して、スピーディーに録音＊2。面倒な曲名入力も、

ハードディスク内の曲名データベースやインターネット

から自動登録できます。集めた音楽はジャンル別に管理

し、自在に再生できます。

対応ポータブルプレーヤーに取り込んで、

音楽を連れ出す。

好きな曲をドラッグ＆ドロップの手軽な操作で、ネット

ワークウォークマン（別売）などに取り出せば、アウトド

アリスニングも存分に楽しめます。

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、見たい画像は12.5％～800％の高速ズーム

で確認可能。テーマごとに分類したり、撮影日などの条

件から探したりと、デジタルカメラで撮った大量の画像

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」。

バイオ�

デジタル�
ハンディカム�

サイバーショット�

バイオ�

クリエ�

�

画像形式を自動変換し�
ダウンロード�

動画・静止画を�
アップロード�

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

「イメージステーション」は、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、「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。友

達同士で思い出の画像をシェアしたり、一般に広

く公開したりと、ビジュアル・コミュニケーション

の楽しさが大きく広がります。また、好きな画像

を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。

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/

「イメージステーション」の楽しい活用法のご案内。

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell16 17

＊1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現する、

ソニーの新しい音声圧縮技術です。＊2ハードディスク容量1GBあたり、約

14～15枚以上の音楽CDが録音できます（標準モード/105kbps時）。

※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/

＊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）

CDジャケット

MD

MD メモリースティック

ビデオテープ

ゲーム用メモリーカードフロッピーディスク

カセットテープDVCDジャケット

＊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、WindowsR 98、WindowsR Millennium Edition、

WindowsR2000搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。



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

Word 2002、Excel 2002、
Outlook 2002、
Bookshelf Basic 3.0、
Step By Step Interactive＊4

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」。

ページで活用したり、メールに添付して送ったりと、つ

くった後にも見せる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。

「シェーカー」機能を使えば、5段階のテンポと3種類の

BGMを設定するだけで、後は素材をランダムに「シェイク」。

楽しい映像作品が自動的に仕上がります。

楽しい特殊効果を豊富に装備。

映像に重ねる28種類の「エフェクト」をはじめ、テロップ

作成用の「テキストエフェクト」や、シーンのつなぎ目を

演出する「トランジション」など、多彩な特殊効果が作品

をショーアップします。

＊1使用可能な動画の主なファイル形式：QuickTime Movie（.mov）、AVI

（.avi）、MPEG1（.mpg）＊2使用可能な静止画の主なファイル形式：Windows

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

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＊1

や静止画＊2を素材に、個性あふれるビデオ作品づくりが遊

び感覚で楽しめる「MovieShaker（ムービーシェーカー）」。

i.LINK端子に接続したデジタルハンディカムからの動画の

取り込みから、演出・編集まで、このソフト一つで楽しめ

ます。また、より凝った作品づくりができる機能もいっそ

う充実し、多彩な演出・編集が可能です。さらに、ホーム

映像や音で演出できる、多彩なエフェクト。

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、

ライブ発信の予約をして、インターネット上での映像の

ライブ中継まで手軽に行える、パーソナルキャスティン

グサービスWebサイトです。

◎「パーキャスTV」http://www.percastv.net/映像を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）」。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、

自分のビデオ作品や番組を作って公開することも可能。

ネットワークを使った新しい映像の楽しみを実現します。

映像を撮影してインターネットで
ライブ発信できる「URecSight」。

画質の劣化のない、精度の高い映像作りが楽しめます。

■DVgate Motion：i.LINK端子経由でDV機器から必要

な映像だけを取り込めます。取り込み後は「DVgate

Assemble」などで多彩に編集可能。また、編集した映像

をDV機器へ書き出すこともできます。

■DVgate Assemble：「DVgate Motion」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。

■ DVgate Still：i.LINK端子につないだDV機器から

動画のワンシーンを静止画として手軽に取り込めます。

デジタルハンディカムから高画質のまま
映像を取り込みデジタルビデオ編集が楽しめる「DVgate」。

「DVgate（ディーブイゲート）」は、i.LINK端子につないだ

デジタルハンディカムから、必要な映像だけをバイオに取

り込み、カットしたり、つなぎ合わせたりして高精度なデジ

タルビデオ編集が楽しめる、ソニーオリジナルソフトウェア。

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＊

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AdobeR PremiereR 5.1 LE 日本語版
優待提供サービス

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り

組める動画編集・加工ソフト「AdobeR PremiereR 5.1 LE 日本語版」

を9,800円（税別、送料別）で優待提供します。詳しくはVAIOホームペー

ジ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA」でご案内します。

デジタルビデオ編集のテクニックやコツを
わかりやすくご紹介。

VAIOホームページ
「DVスキルアップセミナー」

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

i.LINK DVD-RWドライブ

PCVA-DRW1オープン価格＊

PCV-LX92G/BP・LX52G/BPでDVD制作が楽しめる
i.LINK DVD-RWドライブ。

●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。■ 付属ソフトウェア一覧

＊1システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います（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。なお、WindowsR Millennium Editionをプリインストールしたバイオに対しては、WindowsR 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、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-LX82/BP・LX52/BPの機種の場合、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。単体では使用できません。＊4 Step By Step InteractiveはCD-ROMで付属します。●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c研究者 1967、1994、1998「新和英中辞典」第4版c研究者 1933、1995、1998「新明解国語辞典」第5版c三省堂1972、1974、1981、1989、1997 ● Adobe、Adobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe GoLive、Adobe LiveMotion、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステ
ムズ社）の商標です。●Copyright c 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。DirectCD、Easy CD Creator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、iRCommander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 QuickTime logo are trademarks used under license.QuickTime is registered in the U.S. and other countries.  ●「RealPlayer」、「RealJukebox」は、米国また諸各国において、米国RealNetwork,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●Copyright c 1991-2001 QUALCOMM, Incorporated. Copyright c 1995-2001 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。● 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。● 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。● Copyright c1991-2000 Dragon Systems,Inc All rights reserved. ● 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.3.0」は、マクロメディア社のMacromediaR FlashTM Playerソフトウェア技術を採用しています。Copyrightc 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。●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。
■ パーソナルキャスティングについてのご注意（2001年5月現在）：●「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、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 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。

カテゴリー

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

ソフトウェア

MicrosoftR WindowsR Millennium Edition＊1

DVgate Ver. 2.3＊2

MovieShaker Ver. 3.0＊2

PictureGear Ver. 5.0

PictureToy

Corel R Painter 6 （PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ）

AdobeR PhotoshopR 5.0 LE （PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ）

LabelMaker Ver.5.0

AdobeR GoLiveTM 5.0 （PCV-LX92G/BPのみ）

AdobeR LiveMotionTM （PCV-LX92G/BPのみ）

DirectCDTM Ver. 3.0

Easy CD CreatorTM 4 Standard

Giga Pocket Ver. 4.1 （PCV-LX92G/BP・LX52G/BPのみ）

PicoPlayer Ver.4.1＊3（MPEG1・2再生可）

iRCommander （PCV-LX92G/BP・LX52G/BPのみ）

RealJukebox 2 Basic

Windows MediaTM Player 7

Media Bar DVDプレーヤー

OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO

Beatnik Player Ver. 2.0

QuickTime 4.1

RealPlayer 8 Basic

MusicShaker Ver.1.3

ぽっぷあっぷスケッチ Ver.1.2 （PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ）

Tiny AIBO Ver. 3.0 （PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ）

URecSight Ver.1.3＊2

Smart Capture Ver. 4.1＊2

MicrosoftR Outlook Express 5.5

Eudora（4.3-J）

PostPet for Windows

MicrosoftR Internet Explorer 5.5

バイオネットワークサービスオンラインサインアップ

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）

静止画作成・加工（フォトレタッチ）

ラベル作成

Web作成／編集／管理統合ソフト

Webアニメーション作成

CD-R/RWパケットライトソフトウェア

CD-R/RWライティングソフトウェア

MPEG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 iモード予約

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

SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理再生ソフト

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

3Dお絵かきソフト

バーチャルマスコット

ライブ発信

ビジュアルコミュニケーション

電子メールソフト

インターネットブラウザー

サービスプロバイダー

カテゴリー
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

ソフトウェア

So-net 簡単スターター

ODNスターターキットソフトウェア

P'zDialer（ぷららアクセスソフトウェア）

＠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）

Navin' You Ver.5.1

Navin' You専用マップサンプル版（東京23区・名古屋市・大阪市）

MapCutter

ハイパーダイヤ

AdobeR AcrobatR Reader 4.0J

郵便番号検索ツール

マイフレーズ（CD-ROMで同梱）（PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ）

手書き文字認識（PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ）

MicrosoftR Office XP Personal

DragonSpeech Partner 5.0（PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ）

Smart Commander Ver.1.2（PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ）

Simple Speech Ver.2.0

VAIO Action Setup Ver.1.3

VisualFlow Ver.2.0

システム情報

Norton AntiVirus 2001

CyberSupport Ver.3.0 for VAIO（「できるWindows for VAIO」収録）

VAIO壁紙

VAIOオンラインカスタマー登録

UI Design Selector

サービスプロバイダー

地図ビューワー

サンプル地図データ

クリエ用地図切り出しツール

電車交通案内

PDFビューワー

郵便番号検索

予測手書き文字認識

手書き文字認識

統合ソフトウェア

音声認識ソフトウェア

音声認識インターフェース

テキスト・メール読み上げソフト

アプリケーション起動

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

（ ）（ ）

「バイオ」がもっと楽しくなる。多彩なプリインストールソフトを用意しました。

ぽっぷあっぷスケッチ
3D空間を自由に移動、好きな場所にデ

ジタル画材で手軽にお絵かきができます。

VisualFlow
メモリースティック内の画像データや、

ハードディスク上のデータを一覧表示し、

手軽に確認できます。

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。

オンラインアクセスソフト
画面のガイドに従うだけで手軽にイン

ターネットプロバイダーへの入会手続

きが行えます。

MicrosoftROffice XP Personal
ワープロや表計算、情報管理

など便利なソフトをそろえ、

幅広いシーンで活用できます。

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。

MicrosoftRWindowsR

Millennium Edition
WindowsR 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です。

URecSight

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX52/BPです。※写真のバイオカメラPCGA-VC2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。

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
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「パーソナルキャスティング」無料お試しのご案内

●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「AdobeR PremiereR 5.1 LE 日本語
版」付属。●大きさ：幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.4kg（本体のみ）
※i.LINKケーブルは別売です。※ノートブック型バイオでは、PCVA-HD08・HD04
を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。

●PCV-LX92G/BP・LX52G/BPで、DVDディスクへの
データ書き込みが可能 ●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）●大き
さ：幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.7kg ※i.LINKケーブルは別売です。

※PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ搭載。

「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、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。

※マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポー
ト。以後は同社による有償サポートが用意されています。

撮った映像を手軽にムービー編集。完成後には、発信する楽しみも待っています。



快適な使い心地と高性能を追求しました。

1024×768ドット
Super IPS方式

15型TFT液晶 1024×768ドット
Super IPS方式

15型TFT液晶 1024×768ドット 15型TFT液晶

q ステレオスピーカー　w チューニングポート e 明るさ調整ダイヤル　r 音量調整ダイヤル　t 電源ランプ
yインフォメーションランプ　uマウスコネクター　iUSBコネクター＊ oキーボードコネクター

＊USB機器を接続してご使用になる場合、ケーブルは2m以下のものをお使いください。また、バスパワード機器の
場合、一部動作しない機器があります。

ディスプレイ

q

q
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w

o w

15型 15型 15型

PCV-LX52G/BP PCV-LX52/BPPCV-LX92G/BP・PCV-LX82/BP

電磁
誘導方式
タブレット

●ペン操作による傷・衝撃から液晶画面を守る保
護ガラスを装備。

●アンチリフレクションフィルムを備え、映り込み
を軽減。

q CD-RW／DVD-ROM一体型ドライブ w メモリースティックアクセスランプ e ハードディス
クアクセスランプ r ディスクアクセスランプ　t 電源ボタン／電源ランプ y PCカードス
ロット u メモリースティックスロット i USBコネクター o i.LINK S400/4ピン

q リリースレバー w モニター用コネクター（アナログ用）e USBコネクター r ヘッドホ
ンコネクター t オーディオライン入力 yマイクロホンコネクター u i.LINK（IEEE1394）端
子S400/6ピン i 専用ディスプレイ用コネクター（34ピン）o AC電源入力プラグ !0 ネット
ワークコネクター !1 電話回線端子 !2 電話機端子 !3 PCIボード拡張スロット !4 USBコ
ネクター !5「Giga Pocket」用オーディオ出力 !6「Giga Pocket」用ビデオ出力（ビデオ／S
ビデオ共用）!7「Giga Pocket」用オーディオ入力 !8「Giga Pocket」用ビデオ入力（ビデ
オ／Sビデオ共用）!9 VHF / UHF（アンテナ）端子

本　体本　体

q

w
u

y

i

o

e
r

t

PCV-LX82/BP
PCV-LX52/BP

PCV-LX92G/BP
PCV-LX52G/BP
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q日本語キーボード　wスクロールロックランプ　eキャプスロックランプ　rナンバー
ロックランプ　tパワーキー　yプログラマブル・パワーキー　uパームレスト兼用キー
ボードカバー

キーボード

q

u

y

t

rew

※PCV-LX92G/BP・
PCV-LX82/BP
のみ付属。
※ヘッドホンとしての
機能はありません。

付属アクセサリー

ヘッドセットマイク

スクロール機能付き
ホイールマウス

※PCV-LX92G/BP・
PCV-LX52G/BP
のみ付属。

Giga Pocket・DVD用リモコン &
リモコン受光ユニット

タブレット専用ペン & ペンスタンド

※PCV-LX92G/BP・
PCV-LX82/BP
のみ付属。

※取り替え用の芯（5本）
を付属します。

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell20 21

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。

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。

PCV-LX92G/BP・LX82/BPにはもれなく、

液晶ペンタブレットの

使い方や楽しみ方をわ

かりやすく解説したソ

ニーオリジナルの解説

書「バイオで楽しく!!

液晶ペンタブレットで

遊ぼう」を付属してい

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。

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。

サポート

困ったこと、わからないことも
スマートに解決。

◎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。

◎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。

＊ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

◎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/）

◎「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。

「MySupporter」「SUPPORT」

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

液晶ペンタブレットが
ますます楽しくなるガイドブックを付属。

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）

使い方ご相談窓口 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。
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■バイオとつないで、新しい楽しさが生まれる、「バイオギア」。 ■バイオの世界を広げる関連製品

■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.2.3/MovieShaker Ver.3.0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、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。
■「OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO」についてのご注意
「OpenMG Jukebox」は、SDMI（Secure Digital Music Initiative）の規定に従い、暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」が組み込まれています。これは、
インターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことで、より手軽に音楽を楽しめる環境を広げていくことを目指したものです。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限が
あることをご理解ください。 「バイオ」でのご使用上の注意事項：●「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。電子音楽配信サー
ビスから配信された音楽ファイルのうち特に認められたもの以外は、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.＊（＊は任意の英数字）」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.＊」を上書きインストールしないでください。 「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて：●SDMIの規定が、将来新
規定に移行した場合、本ソフトウェアは一部の機能が使えなくなる可能性があります。この場合はアップグレードにて対応させていただく予定です。なお、アップグレード
は有償とさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠：●SDMI（Secure Digital Music Initiative）はデジタル音楽著
作権保護を目的に、1999年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード会社やIT関連企業などが中核となって活動を推進しています。「OpenMG Jukebox」は、この
SDMIが策定する標準仕様に沿って開発されています。◆ は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided
under license by Aris/Solana/4C.◆OpenMGおよび　　　　　はソニー株式会社の商標です。
■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。
■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。

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。●VAIOはソニー株式会社の商標です。
●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。●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TM、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年間保有しております。●本製品は個人用・家庭用です。

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。

［付属ディスプレイについてのご注意］

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
「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。」

液晶画面について ●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。

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsRを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell 23

バイオにつないで、すぐにビデオメールが
送れる「バイオカメラ」。

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＊

PCWA-A200C オープン価格＊
●CCD総画素数：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 ●大きさ（カメラ部）：幅36×高さ67×奥行
25mm ●質量（カメラ部）：約45g

インターネットやLANを無線で楽しめる。
ADSLにも対応したワイヤレスLAN。

バイオ用カメラ

PCGA-VC2 オープン価格＊

USBコネクターにつないですぐに使える
フロッピーディスクドライブ。

USBフロッピーディスクドライブ

PCVA-UFD1  オープン価格＊

●大きさ：約幅103.5 x 高さ17.0 x 奥行き142 mm 

●質量：約285g ●ケーブル長さ：約475mm
※「バイオLX」専用機器です。

※i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類（ハー
ドディスクドライブやCD-RWドライブなど）は、OS
によっては対応していない場合がありますので、あ
らかじめ動作環境をご確認ください。
※画面はすべてハメコミ合成です。
※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。
※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。

音楽を小さく連れ歩く。長く楽しむ。
「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-MS9 オープン価格＊

●主な付属品：マジックゲートメモリースティック
（64MB ）、ヘッドホン、U S B ケーブル、接続アダプ
ター、充電器、ガム型充電池、キーホルダー ●大き
さ：幅37.5 ×高さ81.4 ×奥行14.1mm ●質量：約
61.5g（充電池含む／MGメモリースティック含まず）

※「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。

「バイオ」同士やサイバーショットの接続に。
高速S400規格対応のi.LINKケーブル。

●［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）
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）

音楽の楽しみまでも手の中に。
画像や情報管理、メールなどの魅力も
進化した新世代「クリエ」。

107万画素メガピクセルCCDの高画質。
「メモリースティック」に動画も記録できる
デジタルハンディカム。

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-PC110 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-MM50希望小売価格27,500円（税
別）が必要です。

※写真はPCWA-A100Cです。

新世代の記録メディア、「メモリースティック」。

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

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

CD-Rメディア（700MB）
CDQ-80CNL（ブルー）・CDQ-80CNP（ピンク）
CDQ-80CNB（ブラック）
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-Rメディア（650MB）
CDQ-74CNL（ブルー）・CDQ-74CNP（ピンク）
CDQ-74CNB（ブラック）・CDQ-74CNV（パープル）
オープン価格＊

●ディスクが見えるシースルーパッケージ。

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
※メモリーモジュールをご購入後にご自分で取り
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－ビスを承っております。

334万画素の高性能を凝縮。
画像送信サービスなど、撮る楽しさも広がる
〈サイバーショット〉P1。

ワイヤレスLAN アクセスポイントとワイヤレス
LAN PCカードのセット

［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）●大きさ：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
※ワイヤレスLAN アクセスポイントからプロバイダー
への接続はモデム／ISDN／CATVなどを経由します。

［ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C100の主な仕様］
●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。

■バイオLXシリーズ楽しさ・機能比較
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デジタルビデオ編集

ビデオメール

音楽コレクション

静止画管理・加工

テレビ＆ビデオ

お絵かき

写真合成・修正

ホームページ制作

ワープロ・表計算

液晶ペンタブレット

広視野角（水平垂直170度）

15型TFT液晶/1024×768

WindowsRMillennium Edition

PentiumR III 1B GHz

約60GB/128MB

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

デジタルビデオ編集

ビデオメール

音楽コレクション

静止画管理・加工

お絵かき

写真合成・修正

ワープロ・表計算

デジタルビデオ編集

ビデオメール

音楽コレクション

静止画管理・加工

テレビ＆ビデオ

ワープロ・表計算

デジタルビデオ編集

ビデオメール

音楽コレクション

静止画管理・加工

ワープロ・表計算

液晶ペンタブレット

広視野角（水平垂直170度）

15型TFT液晶/1024×768

WindowsRMillennium Edition

PentiumR III 1B GHz

約40GB/128MB

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

広視野角（水平垂直170度）

15型TFT液晶/1024×768

WindowsRMillennium Edition

PentiumR III 1B GHz

約60GB/128MB

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

15型TFT液晶/1024×768

WindowsRMillennium Edition

PentiumR III 1B GHz

約60GB/128MB

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

液晶ペンタブレット

広視野角対応

付属ディスプレイ/最大解像度

OS

プロセッサー

ハードディスク/標準メインメモリー

ドライブ

メールをもっと楽しくする
ビデオメール

Smart Capture

好きな音楽を
コレクション

OpenMG Jukebox

多彩にプリント
作品作り

PictureGear・LabelMaker

テレビを録る、
見る、管理する

自由なタッチで似顔絵・
イラスト制作

Painter 6

写真を自在に
合成、修正

AdobeR PhotoshopR 5.0 LE

高度なホームページ制作

AdobeR GoLiveTM 5.0
AdobeR LiveMotionTM

ワープロ・表計算

MicrosoftR Office XP Personal

手軽に楽しく
デジタルビデオ編集 P18

P17

P17

P16

P14

P13

P13

P13

モ デ ル PCV-LX92G/BP PCV-LX82/BP PCV-LX52G/BP PCV-LX52/BP

“メモリースティック”デジタルスチルカメラ

DSC-P1 オープン価格＊

●総画素数334万画素CCD、光学3倍ズームを搭
載●USBケーブル＆スタミナキット（リチャージャブ
ルバッテリーパック、ACパワーアダプター）付属

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＊

●音楽をたっぷり記録できる「マジックゲートメモリー
スティック」に新対応●画像も鮮明に映す反射型TFT
液晶搭載●OS：日本語版Palm OSR 3.5 ●大きさ：幅
71.0×高さ118.5×奥行16.8mm ●質量：約160g



PCV-LX92G/BP PCV-LX82/BP PCV-LX52G/BP PCV-LX52/BP
WindowsR Millennium Edition

PentiumR IIIプロセッサー 1B GHz＊1

1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）
SiS 630
133MHz

128MB／512MB＊2（SDRAM）
DIMMスロット×2（1）

SiS 630チップセットに内蔵
16MB（メインメモリー共有）

1677万色（1280x1024＊3、1024x768、800x600、640x480）
約60GB（Ultra ATA）＊4（Cドライブ約7GB／Dドライブ約53GB） 約40GB（Ultra ATA）＊4（Cドライブ約7GB／Dドライブ約33GB） 約60GB（Ultra ATA）＊4（Cドライブ約7GB／Dドライブ約53GB）

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ書き込み：最大8倍速（CD-R）最大4倍速（CD-RW）、読み出し：最大32倍速（CD-ROM／CD-R）最大24倍速（CD-RW）最大8倍速（DVD-ROM）＊5

●付属液晶ディスプレイ専用ディスプレイ出力（34ピン）●USB×3 ●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：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）＊6 ●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

● i.LINK S400（4ピン）端子×1●USB×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）◎TVチューナー（VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13-C63ch、ステレオ、2カ国語）＊7

◎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
●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×1

メモリースティックスロット×1
Type II×1、CardBus対応

PCI×2（0）＊9 PCI×2（1）＊9 PCI×2（0）＊9 PCI×2（1）＊9

SiS 630チップセット内蔵：AC97準拠
最大56kbps（V.90／K56flexTM）＊10／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）

専用液晶ディスプレイ、キーボード、マウス、専用スタンド、電源ケーブル、電話線、マニュアル、リカバリーCD（PCV-LX52G/BP・LX52/BPは×3、PCV-LX82/BPは×4、PCV-LX92G/BPは×5）
●PCV-LX92G/BP・LX82/BP：ヘッドセットマイク、タブレット専用ペン、ペンスタンド
●PCV-LX92G/BP・LX52G/BP：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（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）

AC100V±10％／50～60Hz
約74W（最大約170W）／スタンバイ時約3.3W 約64W（最大約170W）／スタンバイ時約3.3W 約69W（最大約170W）／スタンバイ時約3.3W 約58W（最大約170W）／スタンバイ時約3.3W

R区分0.0014
幅約107mm×高さ280mm×奥行370mm（本体、突起物を除く）、幅約167mm×高さ約303mm×奥行370mm（本体、スタンド含む） 幅435mm×高さ51mm×奥行142mm（キーボード）、幅435mm×高さ51mm×奥行205mm（キーボード、パームレスト付き）

約6.5kg（本体）／約1kg（キーボード） 約6.4kg（本体）／約1kg（キーボード） 約6.5kg（本体）／約1kg（キーボード） 約6.4kg（本体）／約1kg（キーボード）

モデル
OS
プロセッサー
キャッシュメモリー
チップセット
プロセッサーシステムバス
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
表示モード
ハードディスク
ドライブ
外部接続端子（背面）

外部接続端子（前面）
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード
（PCV-LX92G/BP・LX52G/BPのみ）

メモリースティックスロット＊8

PCカードスロット
拡張スロット（空き）
オーディオ機能
内蔵モデム
主な付属品（共通）

（機種別）

電源
消費電力
エネルギー消費効率
本体外形寸法
質量

＊1 1B GHzの「B」とは、FSB 133MHzに対応していることを表します。＊2 標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、256MBメモリーモジュール（PCVA-MM256S）を2枚増設した場合です。＊3 1280x1024は付属液晶ディスプレイでは表示できません。別売モニターが必要です。＊4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムから認識できる容量はPCV-LX92G/BP・LX52G/BP・LX52/BPでは約55.5GB
（Cドライブ約6.5GB / Dドライブ約49GB）、PCV-LX82/BPでは約36.5GB（Cドライブ約6.5GB / Dドライブ約30GB）になります。＊5 High Speed CD-RWディスクへ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 衛星放送の受信はできません。また、CATVの受信はサービス（放送）の行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、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下さい。＊8 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し/書き込み専用です。「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）を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。＊10 ハーフサイズ（ボード長17.4cm）を超える
PCIボードは装着できません。＊10 V.90／K56flexTMを自動判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。

＊1 グラフィックアクセラレーターのフレーム補間機能により実現。＊2 USB機器を接続してご使用になる場合、ケーブルは2m以下のものをお使いください。また、バスパワード機器の場合、一部動作しない機器があります。

■ 本体部の主な仕様

■ 付属ディスプレイの主な仕様
モデル
専用付属ディスプレイ
画面サイズ
最大解像度
表示モード
入力信号フォーマット
スピーカー出力
外部接続端子
ケーブル長さ
外形寸法
質量

PCV-LX92G/BP PCV-LX82/BP PCV-LX52G/BP PCV-LX52/BP
PCVA-15TXSA1 PCVA-15XSA1 PCVA-15XA2

15型
1024×768

約1677＊1万色（1024×768、800×600、640×480）
TMDS

3.0W+3.0W
キーボード（PS/2）×1、マウス（PS/2）×1、USB×1＊2

約1.5m
幅約435mm×高さ357mm×奥行163mm（直立ポジション）

約5.5kg 約5.2kg 約5.1kg

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

〒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

HWEXTP-3   Printed in Japan.   （84995457）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

ソニーのPCは正規のMicrosoftR WindowsR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
R

 Windows
R

 XPの発売日以降、1）Windows
R

 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
R

 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。�


