
パーソナルコンピューター「バイオRX」

PCV-RX75･RX65･RX55シリーズ

映 像 の 楽 し み は 、こ こ に 集 ま る 。こ こ か ら 始 ま る 。

ブ ロ ード バ ンド 世 代 の 映 像 メ ディ ア ス テ ー ション 、バ イ オ R X 。

●写真はPCV-RX75L7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。
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テレビをもっと自由に、もっと快適に楽しむ。デジタルハンディカムで撮った映像が自分だけの作品になる。

そして、さまざまな映像を集めて自分だけの DVDをつくる。ネットワークで映像をやりとりする。

インテル ® Pentium® 4 プロセッサーや DVD-RWドライブの搭載など、先進の高性能を結集した映像メディアステーション、バイオ RX。

映像の楽しみはここに集まり、ここから広がります。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

※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。

■DVDがより身近に。DVD-RWドライブを全モデルに搭載。

4 .7GBの大容量で MPEG2の高画質映像などが記録できる DVD-RW

ドライブを全モデルに搭載。自分だけの DVDづくりを、より身近にしま

した。PCV-RX75シリーズでは、DVD-RWドライブとDVD-ROMによる

ツインドライブ構成とし、自作の DVDを手軽にコピーすることが可能です。

■RXシリーズ全モデルにPentium® 4 プロセッサーを搭載。

全モデルにインテル ® Pentium® 4 プロセッサーを採用。マルチメディア処理

能力を高め、MPEG2やDV映像などの高画質映像の編集が快適に楽しめ

ます。また、PCV-RX75・RX65シリーズは、新型コアと512KBの 2次キャッ

シュを採用した Pentium® 4を搭載。さらに優れた実力を発揮します。

テレビを、ビデオを、そしてネットワークを楽しみ尽くすハイパフォーマンス。バイオ RX。

■映像の楽しみが広がるブロードバンドネットワーク対応。

バイオ RXは 100BASE-TX／ 10BASE-T対応ネットワークコネクター

を装備。バイオ RXを映像サーバーとして活用する家庭内ネットワー

ク、そして、Webでの公開や、新しいインターネット放送の世界。ネッ

トワークで広がる新しい映像の楽しみが、すぐに体験できます。

※写真は PCV-RX75L7です。

■バイオ R Xシリーズの情報は、V A I Oホームページでもご覧になれます。

h t t p : / / w w w . v a i o . s o n y . c o . j p / R X /

パーソナルコンピューター

PCV-RX75 オープン価格
本体部単体販売モデル（キーボード、ホイール

マウス、ステレオスピーカー付属）

パーソナルコンピューター

PCV-RX75L7 オープン価格
17型TFT液晶デジタルディスプレイ

PCVD-17SD1/S、ステレオスピーカー付属

インテル ® Pentium® 4プロセッサー2.20 GHz、DVDツインドライブ搭載。
映像の楽しみが広がるハイエンドモデル。
■Adobe® Premiere® 6.0日本語版プリインストール

RX75
シリーズ

17型
TFT液晶

i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

CPU メモリー� HDD ドライブ�

DVD-RW
DVD-R/RW、CD-R/RW書き込み可能�

120GB512MB
PC800

O S
Pentium® 4
プロセッサー�

2.20 GHz
TVチューナー内蔵�
MPEG2�
リアルタイム�
エンコーダー�

DV←→アナログ�
変換機能�

光デジタル�
オーディオ�
出 力�

PCカード�
スロット�

メモリースティック�
スロット�

ネットワーク�
コネクター�

Windows® 

XP
Home Edition

D V D 制 作 �

ドライブ�

DVD-ROM
最大16倍速�

パーソナルコンピューター

PCV-RX65 オープン価格
本体部単体販売モデル（キーボード、ホイール

マウス、ステレオスピーカー付属）

パーソナルコンピューター

PCV-RX65L7 オープン価格
17型TFT液晶デジタルディスプレイ

PCVD-17SD1/S、ステレオスピーカー付属

インテル ® Pentium®  4プロセッサー 2A GHz＊、DVD-RWドライブ搭載。
テレビ録画もビデオ編集も存分に楽しめる高性能モデル。
■Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版プリインストール

RX65
シリーズ

17型
TFT液晶

i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

CPU メモリー� HDD ドライブ�

DVD-RW
DVD-R/RW、CD-R/RW書き込み可能�

80GB256MB
PC800

O S
Pentium® 4
プロセッサー�

2A GHz＊�

TVチューナー内蔵�
MPEG2�
リアルタイム�
エンコーダー�

DV←→アナログ�
変換機能�

光デジタル�
オーディオ�
出 力�

PCカード�
スロット�

メモリースティック�
スロット�

ネットワーク�
コネクター�

Windows® 

XP
Home Edition

＊2次キャッシュメモリー512KBのPentium® 4 2GHzの呼称です。�

D V D 制 作 �

パーソナルコンピューター

PCV-RX55 オープン価格
本体部単体販売モデル（キーボード、ホイール

マウス、ステレオスピーカー付属）

パーソナルコンピューター

PCV-RX55L5 オープン価格
15型TFT液晶デジタルディスプレイ

PCVD-15XD6/S、ステレオスピーカー付属

インテル ® Pentium® 4プロセッサー 1.70 GHz、DVD-RWドライブ搭載。
上級機に迫る高性能を実現したスタンダードモデル。RX55

シリーズ

15型
TFT液晶

i.LINK

前面（4ピン）×1�
背面（6ピン）×1

CPU メモリー� HDD ドライブ�

DVD-RW
DVD-R/RW、CD-R/RW書き込み可能�

80GB256MB
DDR266

O S
Pentium® 4
プロセッサー�

1.70 GHz
TVチューナー内蔵�
MPEG2�
リアルタイム�
エンコーダー�

PCカード�
スロット�

メモリースティック�
スロット�

ネットワーク�
コネクター�

Windows® 

XP
Home Edition

D V D 制 作 �



テレビを見る。ビデオや DVDを楽しむ。

そんな毎日の楽しみが、リビングにバイオ RXを置いてから、もっと自由で、もっと快適なスタイルに変わっていく。

見たいテレビ番組も、自分で撮ったビデオやデジタルフォトも、お気に入りの映像は、どんどんバイオ RXにとりこむ。

ここから、見る、つくる、コレクションする新しい映像の楽しみのネットワークが広がっていく。

ブロードバンド世代の映像サーバー、バイオ RX。バイオのある暮らしが、わたしのライフスタイルを変えていく。

バ イ オ と 暮 ら す 。 毎 日 が 新 し い 映 像 の 楽 し み で 満 た さ れ て い く 。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

バイオ R X を映像サーバーにした新しい楽しみが広がります。

➜バイオRXは、テレビやプロジェクターと接続できる高画質のアナログビデオ出力を装備。Giga Pocketで録画したテレビ番組やDVDの再生、ビデオ編集した作品の試写会なども大画面で楽しめます。

➜AVマウス対応により、デジタルCS放送の予約録画が行えます。デジタルCSチューナーDST-SP1などとの組み合わせで、チューナー側で予約をするだけでバイオRXが連動して録画を行います。

➜5GHz ワイヤレス LANを使えば、Giga Pocketで録画した番組や今放送中の番組を、MPEG2の高画質のまま、他の部屋のバイオに送って楽しめます。

➜DVDビデオソフトの音声は、バイオRXの光デジタルオーディオ出力からAVアンプへ。ドルビーデジタルの臨場感あふれる5.1chサラウンド再生が楽しめます。（PCV-RX75・RX65シリーズに搭載）

■パーソナルコンピューター

PCV-RX75L7

■ LCDビデオプロジェクター

VPL-HS1 FP

■ポータブルスクリーン

KP-60

■ドルビーデジタル内蔵レシーバー

STR-V939X
■スピーカーパッケージ

SA-VE815ED

■パーソナルコンピューター

PCV-W101／W

■ワイヤレス LAN

アクセスポイント

PCWA-A500

■ワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C500

■デジタルCS放送チューナー

DST-SP1

04
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家族が集まるリビングにバイオ RXを置く。

インターネットでのテレビ番組チェックが、朝の日課になる。

ひとりひとりの見たい番組がどんどん録
と

れる。

そして、毎日のドラマを好きな時間にまとめて見たり、

スポーツ番組を大画面に映して見たり。

ひとりひとり思い思いのスタイルで楽しめる。

時間にしばられない、テープのわずらわしさもない、

新しいテレビ生活が始まる。

内蔵TVチューナー�

管理する�

見る�

保存する�

アナログビデオの映像�

テレビ番組をどんどん録画�

iモードで予約�

外出先のパソコンから予約�

クリエで予約設定�

他のバイオで見る�

クリエで見る�

VHS、Hi8 DV DVD-R/RW CD-R

サイバーショットで見る�

インターネット予約�

気になる番組はどんどん録画予約�
繰り返し録画など多彩な予約�

リモコンで手軽に操作�

テープに保存する� ディスクに保存する�

大画面で見る�

P.10

連動して録画�

P.9

P.8

P.11

P.8

高画質で長時間録画�
頭出し不要ですぐ録画�

見たい番組がすぐ探せる�
番組をジャンル別に整理�

見たい場面に素早く移動�
録画しながら再生�

P.12

録画する�

外出先で予約�

ネットワークで楽しむ�

予約する�デジタルCSチューナーで�
番組を予約�

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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※写真は PCV-RX55L5です。画面はハメコミ合成です。

TV
Life

テレビを、バイオにとりこむ。「Gig
ギガ

a Pocke
ポ ケ ッ ト

t」で新しいテレビ生活がはじまる。リ
ビ
ン
グ
に
バ
イ
オ
を
置
く
。

テ
レ
ビ
と
の
つ
き
あ
い
が
自
由
に
な
っ
て
い
く
。



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り、高画質の録画・再生を実現。

MPEG1最長 158時間＊1、
MPEG2のデジタル高画質で、
最長 58時間＊1の長時間録画。

例えば、標準（MPEG2）モードなら、ハードディ

スク 1GBに約 34分、長時間（MPEG1）モード

なら、1GBに約 94分録画可能。ハードディスク

を効率よく使って録画できます。

■ MPEG2と MPEG1の同時録画＊ 2が可能：

MPEG2録画を専用のハードウェア処理で行い、

MPEG1録画をソフトウェア処理で行うバイオな

「Giga Pocket」は、テレビ番組を大容量のハ

ードディスクに保存するため、デジタル高画質で

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テレビの新

しい楽しみ方を実現します。

■長時間のテレビ番組もハードディスクを効率

的に使って録画可能：番組の録画では、画質や録

画時間によって３つの録画モードを選択できます。

見たいテレビ番組も気になる番組も、デジタル高画質で録画。そして、好きな時間に楽しむ。

バイオで楽しむテレビ生活は、ここから始まる。

録画モード／録画時間表

高画質（MPEG2）�

標準（MPEG2）�

長時間（MPEG1）�

8Mbps�

4Mbps�

1.41Mbps

720×480�

720×480�

352×240

約60MB�

約30MB�

約10MB

約17分�

約34分�

約94分�

約29時間�

約58時間�

約158時間�

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

1GBあたりの�
収録時間� PCV-RX75

約19時間�

約37時間�

約102時間�

PCV-RX65・RX55

※記録可能なMPEG映像

ファイルの容量は、映像

の内容によって多少前

後することがあります。

TV／録画デッキ

フィルムロール機能
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リモコン対応だから、
テレビ録画・再生がとても快適。
番組探しもスムーズ。

デジタルCSチューナーと連動して、
「スカイパーフェクTV！」を
予約録画。

※写真はワイドテレビ KV-32DX750との組み合わせの一例です。

時間表示 再生デッキ

7:00に放送開始のスポーツ中継を録画。�

8:00に帰宅。録画中でもすぐ再生。��

予約録画�

スリップ再生�

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

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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■フィルムロールで見たいシーンを素早く探

せる：「Giga Pocket」は、ハードディスク録画

ならではの自在な再生により、好みのスタイル

でテレビ再生が楽しめます。場面の大きな変わ

り目をサムネイル（縮小画像）で表示する「フィ

ルムロール」を使えば、見たいシーンの画像を

探してクリックするだけで、素早くその場面を呼

び出し可能。不要な部分は飛ばして見るなど、

効率よくテレビ番組を楽しめます。

■「スリップ再生」で録画中でも番組の最初

から再生できる：録画を続けながら、すでに

録画したシーンに戻って再生が可能。予約録

画中に帰宅した場合でも、放送終了をまたず

に番組を最初から見て楽しめます。テレビを

見ている時に急な用事が入った時も、その場

で録画を開始。用事が終わってからその場面

に戻って再生できます。スリップ再生中にフィ

ルムロール機能を使えば、見たいシーンだけ

を手早く見て、オンエアに追いつくことも可能

です。また、番組を見るときは、いつも録画状

態にして楽しめば、不意のアクシデントなどで

決定的瞬間を見逃す心配もありません。

■ハードウェア処理による高画質で安定した録

画を実現：テレビ番組（アナログ映像）のMPEG2

変換は、ソニー独自の T Vチューナー内蔵

MPEG2リアルタイムエンコーダーで行います。

CPUへの負担が少なく安定した録画が可能

です。さらに、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）や高画質

回路により優れた録画画質を実現しています。

■アナログ入力などからの映像も録画可能：

チャンネルは、地上波／CATVのほか＊1、ビデオ

入力端子（前面／背面）にデジタル CSチューナ

ーを接続すれば、衛星放送の録画も行えます。

PCV-RX75・RX65シリーズでは、DV←→アナ

ログ変換機能の搭載によりi.LINK端子につな

いだDV機器の映像も録画可能です。

■テレビに映しても鮮明な画質で楽しめる：バ

イオ本体にテレビを接続すれば、番組を大画面

に映して楽しめます。MPEG2方式の採用によ

り、大画面でも十分な高画質を実現しました。

＊ 1：CATVの受信はサービス（放送）の行われている地域のみ可能

です。CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受

信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視

聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくはその地域の

CATV会社にお問い合わせください。

※BS放送は本機の内蔵チューナーでは受信できません。

※ハードディスクに負荷を与えるような大きなファイルを扱う操作を行

った場合は、録画が途切れることがあります。

※アナログ入力における注意事項：以下のような同期信号が乱れた映像を

入力した際に、映像が途切れたり、取り込みに失敗することがあります。

・ノイズの多い映像や乱れた映像を入力したとき

・ビデオテープのつなぎ録りをした部分の再生映像を入力したとき

・ビデオカメラレコーダーの録画時に振動や揺れを加えて撮ったビ

デオテープの再生映像を入力したとき

・何らかの原因で入力映像の同期信号が乱れたとき

※著作権保護の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。

予約録画中に帰宅した場合なども録画

を続けながら番組の最初から再生可能。

不要なシーンを飛ばして見たい場面だ

けを見られるから、再生時間も短縮で

きます。

TVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダー

※写真上部の基板は DV←→アナログ変換ハードウェアです。

PCV-RX55シリーズには装備いたしません。

TV
Life

＊ 1：PCV-RX75シリーズ

らではの機能です。テレビの大画面で楽しむと

きは高画質なMPEG2を、コンパクトにまとめて

保存するときにはMPEG1を使うなど、用途に

合わせて映像を使い分けることができます。
＊ 2：同時に別の録画をする機能ではありません。なお、M P E G 2／
MPEG21同時録画機能は、MPEG2を数秒間録画後、MPEG2→ MPGE1

変換を CPUの能力を使って行う為に、システムの動作が遅くなる場合が
あります。また、MPEG2録画終了後、若干の時間をおいて MPEG1録画
（変換）が終了します。

見たい場面にすばやく移動できる。
録画中でも、はじめからすぐ再生。
テレビがもっと快適に楽しめます。

※写真は PCV-RX55L5です。画面はハメコミ合成です。

Giga Pocket／DVD用リモコン

受光ユニット
※受光ユニットは本体のUSB端子に接続

します。受光ユニットは付属のリモコン

専用です。

※受光ユニットのケーブル長は約2ｍです。

デジタル CSチューナー＊側で

設定した「スカイパーフェク

TV！」の録画予約に連動して、

バイオで録画ができます。デジ

タル CSチューナーに付属の AVマウスを、「Giga

Pocket」のリモコン受光部にセット。番組開始に

合わせてデジタル CSチューナーから送られる予

デジタルCS放送チューナー�
DST-SP1など�

映像・音声ケーブル�

AVマウス�

バイオRX

リモコン受光部�
（USB接続）�

約コマンドをバイオが受信。スタンバイ状態から

の復帰、「Giga Pocket」での録画、再びスタン

バイ状態へといった一連の動作を行います。

＊現在、動作を確認済みのデジタルCSチューナー：
ソニー製 DST-D700・D800・D900・MS9・SD5・SP1

※あなたが録音・録画したものは、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。
※著作権保護のための信号が記録されているソフトおよび放送
は録画できません。
※デジタル CSチューナーからの映像の録画はアナログケーブ
ル経由で行います。

付属の「Giga Pocket」用リモコンにより、録画、

チャンネル操作に加え、録画済みの番組を呼び

出して再生可能。フィルムロールにも対応し、テレ

ビの大画面を見ながらリモコン操作で番組を探し

たり、好きな場面へ移動できます。



■「 iCommand（アイコマンド）」で外出先から

番組予約：iモード対応端末や、外出先のパソコ

ンから「 iCommand」予約管理サーバーにアクセ

※写真は PCV-RX75L7です。画面はハメコミ合成です。

※写真のクリエ PEG-N750C、携帯電話デジタル・ムーバ SO503iSは別売です。

「 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。

インターネットで番組を探して、
その場で録画予約。
スピーディで手軽な録画スタイル。

■「 iEPG対応番組表」＊ 1を使って、手軽に番組

予約：インターネット上の iEPG番組情報サイト

で番組を選択し、「予約ボタン」＊ 2のクリック操作

見たい番組は iモードやインターネットで予約。録画した番組はスマートに管理。

「Gig
ギガ

a Pocke
ポ ケ ッ ト

t」の多彩な機能で快適に楽しめる。

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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■「クリエ」に番組表を取り込んで、予約設定：

ソニーの携帯情報

端末「クリエ」にテレ

ビ番組表を取り込

んで、場所を問わず

番組情報の参照や

録画したい番組の

選択が可能＊。例え

ば、外出先で録画

したい番組を選択し、帰宅後、「クリエ」のデー

タ交換機能（Hot Sync）で「Giga Pocket」に

予約設定を転送することが可能です。

＊録画予約設定ソフト「TVscape（ティーヴィースケープ）」を使用します。

予約し忘れた番組は、iモードや
バイオノートなどで外出先から予約。
「クリエ」を使って予約設定もできる。

「Giga Pocket」と「DVgate」で映像ファイルを交換できる。

「 Giga Pocket」で 使 用 する MPEG1・

MPEG2ファイルと、「DVgate」で使用する

AVI（DV）ファイルに互換性はありませんが、

それぞれのフォーマット変換機能を使用する

ことでお互いのファイルを読み込むことが可

能です。AVI（DV）→MPEG1・MPEG2変

換は「 DVgate Assemble」で行います。

MPEG2→ AVI（DV）変換は「ビデオエクス

プローラ」の「書き出し」機能を使用します。

※MPEG1形式の映像を、AVI（DV）形式やMPEG2形式に変換する

ことはできません。

TV
Life

繰り返し予約などの設定で、
さまざまな番組録画も可能。
タイマー録画も正確に行える。

■繰り返し予約で毎週の番組をまとめて予約設

定：毎日、毎週、または特定の曜日の同じ番組を

録画する「定期的な予約設定」により、お気に入り

の番組を自動的に繰り返し録画します。「有効期限

設定」との組み合わせにより、

ハードディスク上に最新の放

送分だけを保存して、好きな

ときに見て楽しめます。また、

iモード端末で予約
iモード版「iCommand」
http://imode.so-net.ne.jp/tv/

クリエで予約設定
「TVscape」
帰宅後に予約情報をバイオに転送

外出先の
パソコンから予約
ブラウザ版「 iCommand」
http://www.so-net.ne.jp/tv/

インターネットで予約
「iEPG対応番組表」

フレキシブルな通常予約
「予約ウィザード」

などで、スムーズに録画予約を設定できます。

ハードディスク録画のため、面倒なテープの出し

入れをする必要もなく、見たい番組が見つかっ

たら、そのまま録画予約が可能です。

＊ 1：「 iEPG」はソニーが提唱するインターネットでのテレビ番組録画予約

方式の名称です。

＊ 2：地域、放送局、番組によっては録画予約機能がご利用いただけない場

合もあります。

「Giga  Pocket」で予約 外 出 先 で 予 約

DVgate Assemble

DVgate�
Assemble

ビデオエクスプローラ�

ビデオ�
エクスプローラ�

AVI（DV）�
ファイル�

MPEG1�
ファイル�

MPEG2�
ファイル�
（8Mbps/�
4Mbps）�

■現在サービス中の
iEPG番組情報サイト

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

So-net「テレビ王国 」http://www.so-net.ne.jp/tv/

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

※画面は「インターネット TVガイド」です。

iCommand の予約設定

番組表の

チェック &予約

バイオが定期的に接続

予約設定の取り込み（予約設定

情報が予約管理サーバーにあ

った場合）

予約録画の結果報告
結果報告

メール

番組アイコンをクリックすると、

番組の主要な映像（静止画）を

記録したサムネイル画像と番組

の録画日時やタイトル、記録し

たメモなどを一覧表示。番組の

内容がひとめでわかります。

So-net

「テレビ王国」

アイコン

表示

予約録画を開始する際に、録画中の番組を画面

上に表示するように設定できます。毎日決まった

時間にバイオが起動しテレビ番組を表示。お目覚

めタイマーとして活用できます。

■ジャストクロック機能でタイマー録画が正確に

行える：録画予約をしたら、バイオをスタンバイ状

態にして待機させることも可能です。また、テレビ

放送の時報に合わせてバイオの内蔵時計を自動

的に修正するジャストクロック機能＊ 3により、タ

イマー録画が正確に行えます。
＊ 3：NHK教育放送の正午の時報を基準に、パソコン本体の設定時刻を自動

的に修正します。ただし、正午に本体が通常状態／スタンバイ状態で、「Giga

Pocket」を使用していないことが必要です。

予約待機中 録画中 再生中 録画済み 録画済み
（未再生）

消去禁止 有効期限付き 映像データ
消去済み

アイコンで番組の状態を確認できる。

録画したテレビ番組や予約設定の状態は、「ビデ

オエクスプローラ」で確認が可能。キャビネット

機能を使用してジャンル別に整理できます。番組

のアイコンをクリックするだけで、番組情報とサ

ムネイル画像を表示。見たい番組をすばやく探

せます。また、アイコン表示のほか、カレンダー

表示やリスト表示にも対応し、日付順に並べた

り、番組のタイトルや放送日時、入力したメモな

どのキーワードで検索することも可能です。

録画した番組をスマートに管理。
番組内容がひとめでわかるから、
見たい番組をすぐに探せる。

スして、リモート録画予約が可能です。事前に設

定したスケジュールに従い、自宅のバイオが予約

情報を取り込み、録画予約を設定します。

※「 iCommand」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

iEPG番組情報サイト「テレビ王国」が提供するリモート予約サービスです。

※自宅のバイオが定期的にインターネットに接続します。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。※「 iCommand」サービスは、地域・放送局・番

組によってはご利用いただけない場合があります。

※詳細は「テレビ王国」ホームページをご参照ください。

iモード

PC

自宅

q

w

e

rt

外出先



しておけば、好きな映像をメニュー画面に設定

することもできます。

※MPEGファイル、AVI（DV）ファイルの場合は、映像の先頭からおよそ 3秒
後の場面が設定されます。

■登録した映像の容量を自動計算。残りの収

録容量も素早く確認できる：記録したい映像を

登録すると、映像の容量を計算してグラフで表

示します。複数のファイルをどんどん登録しても、

残りの収録容量がひとめで確認できます。

■「Giga Pocket」で録画した映像を手軽に

DVDに：録画した映像は、「ビデオカプセル」ア

イコンをドラッグ &ドロップするだけで DVD作

成が行えます。また、「プレイリストビルダー」で

作成した「プレイリスト」をドラッグ &ドロップす

れば、指定した区間の映像だけを抜き出して

DVDに記録できます。

■「ビデオカプセル」のほか、MPEGファイルに

も対応：新たに通常のMPEGファイルに対応し、

ファイルをドラッグ &ドロップするだけでDVDを

作ることができます。「Giga Pocket」の「ビデ

オエクスプローラ」でMPEG1に変換して書き

「 P i c o P l a y e r」は、バイオノートなど「G i g a

Pocket」を搭載していないバイオでも「Giga

P o c k e t」の映像が再生できるソフトウェア。

「Giga Pocketサーバー」と連携し、家庭内ネ

ットワークを使用してバイオノートでテレビ番組

を楽しんだり、映像をバイオノートのハードディ

スク＊ 1に取り込んで、外出先で番組を見ること

が可能。見たい番組を好きな時に好きなところ

で見るという、新しい楽しみを提供します。
※ PicoPlayerは、バイオ RX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。

■オンエア中の再生も可能な「ライブモード」を

実現＊ 2：「PicoPlayer」から「Giga Pocket」を

※写真は PCV-RX55L5です。画面はハメコミ合成です。 ※写真のバイオノート PCG-R505F／ BD、ワイヤレス LAN PCWA-A500、PCWA-C500、クリエ PEG-N750C、メモリースティックは別売です。

気に入った映像をDVDビデオにする。録画した番組をバイオノートで見る。

テレビの楽しみはネットワークでもっと広がる。

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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コントロールして、現在放送中のテレビ番組を

楽しむことが可能な「ライブモード」を新たに搭

載しました。ワイヤレス LANによるネットワーク

では、バイオノートと組み合わせてお好みの場所

でテレビを楽しめます。さらに、5GHzワイヤレス

LANを使用すれば、MPEG2の高画質映像をス

トリーミング再生で楽しめます。

■テレビ番組をバイオノートのハードディスクに

取り込んで映像を持ち出す：「PicoPlayer」の

「転送」機能を使用して、「Giga Pocket」で録

画した番組をバイオノートのハードディスクに取

り込めます。このまま持ち出して、外出先でテレ

ビ番組を楽しむことができます。

＊ 1:DVD再生機能を持たない機種など、一部のバイオでは「PicoPlayer」で

MPEG2形式の映像を再生することはできません。これらの機種でMPEG2

形式の映像が再生できる「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」を使って、
他のバイオでもテレビ番組を再生。
オンエア中の番組の再生も可能。

TV
Life

動画フォーマット変換機能で、
用途に応じて映像を使い分け、
「クリエ」やサイバーショットで再生。

動画フォーマット変換機能を使用すれば、録画し

た映像を「クリエ」の「gMovie」形式やサイバー

ショット用のCVモード映像に変換できます。「Giga

Pocket」で録画した番組をメモリースティックに

保存し、クリエやサイバーショット＊で再生して楽し

めます。Giga Pocketの番組録画と同時に変換

し、メモリースティックに保存できるので、前日に

録画したテレビ番組を素早く取り出して朝の通勤

などの時間に楽しむこともできます。

＊ 2002年 1月現在で対応しているサイバーショットは、DSC-S75・S85、DSC-

F707、DSC-P5・P3です。これらにはヘッドホン端子はなく、内蔵スピーカ

ーまたは AV出力端子からの音声出力となります。

「 Simple DVD Maker」は、手軽な操作で

DVDづくりが楽しめるバイオならではのソフト

ウェア。映像ファイルをドラッグ &ドロップでリ

ストに登録したら、後は「MAKE DISC」ボタ

ンを押すだけ。2ステップのマウス操作でお気

に入りの映像を収めた DVDディスク＊が作成で

きます。また、AVI（DV）ファイルやMPEGファ

イルを使った DVD作成にも対応したほか、音

声のドルビーデジ

タル A C 3 での圧

縮対応など、さら

に充実した機能を

用意しています。

＊再生可能な DVDプレーヤ

ーについては、19ページをご覧ください。

■映像タイトル付きのメニュー画面も自動作

成：メニュー画面は、映像内容のサムネイル画

ドラッグ&ドロップの手軽な操作で、
お気に入りの映像をDVDにする。
「Simp

シンプル

le DVD Make
メ ー カ ー

r」。

※「PicoPlayer」の動作環境：Windows® 98 Second Edition、Windows®

Millennium Edition、 Windows® 2000 Professional、 Windows® XP

Home EditionおよびWindows® XP 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。

ピコプレーヤー

s
s

映像ファイルをドラッグ &ドロップ

映像の容量を

自動計算して

グラフ表示

映像タイトル付

きのメニュー画

面も自動作成

ワンクリックで

DVDへ書き込み

ワイヤレス LAN
※26ページをご覧ください。

メモリースティック

i.LINKによる
ネットワーク接続

イーサネット
100BASE TX／10BASE T

DVD-R

DVD

ビデオ

出した映像をまとめてDVDにすれば、長時間の

映像をコンパクトに収録できます。

■ビデオ編集を行ったオリジナル作品をDVDに

する：AVI（DV）ファイルへの対応により、ビデオ

編集を行った自分の作品のファイルもそのままド

ラッグ &ドロップするだけで、自動的にMPEG変

換を行い、DVDディスクが完成します。

※AVI（DV）ファイルを使って DVD作成を行う場合は、MPEG変換を行うた

め、通常の DVD作成よりもさらに時間がかかります。

■作品の長さや画質に合わせて、ビットレートを

選択可能＊：AVI（DV）ファイルは、DVD作成時

に10／8／6／4Mbpsのビットレートが選択可能。

AVI（DV）ファイルを右クリックしてサブメニューか

ら手軽に選択できます。DVDフォーマットの映像

としては最高の 10Mbpsのビットレートを選択す

ることも可能です。

＊AVI（DV）形式のファイルのみ。「ビデオカプセル」やMPEG形式ではビット

レート変換は行えません。

■音声のドルビーデジタル AC3での圧縮対応

により、記録時間が増加：音声データは、DVD

作成時にドルビーデジタル AC3 2chで圧縮し

て記録します。より長時間の映像が収録可能に

なりました。※ドルビーデジタル 5.1chには対応しておりません。

「Simple DVD Maker」による
DVD-R／RW、CD-R／RWの収録可能時間

＊1：AVI（DV）ファイル使用時のみ選択可能。

＊2：「Simple DVD Maker」を使用して、CD-R／ RWにDVDビデオフォーマッ

トでMPEG映像を記録できます。このディスクはDVDビデオ再生機能を持つ

一部のパソコンでのみ再生できます。

像を使って自動的に作成します。さらに映像の

タイトルも、「ビデオカプセル」の名前やファイ

ル名を使って表示されます。また、「ビデオカプ

セル」の場合は、あらかじめ「ギガビデオレコー

ダー」で、サムネイル画像に好みの場面を指定

10Mbps＊1 8Mbps 6Mbps＊1 4Mbps 1.41Mbpsビットレート�

CD-R／RW＊2�
（700MB）�

DVD-R／RW�
（4.7GB）� 約60分�

約9.5分�

約78分�

約12分�

約1時間43分�

約16分�

約2時間40分�

約25分�

約7時間45分�

約1時間12分�
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部屋のデスクスペースにバイオ RXを置く。

そこが、パーソナルなビデオ編集スタジオになった。

旅の思い出や子ども達の笑顔を、ビデオクリップにする。

タイトルに凝ったり、BGMを入れたりと、

憧れの映画のイメージで自分の作品を作ってみる。

そして、仲間を集めて試写会を開いたり、DVDにしたり。

時間を忘れてしまうほど夢中になれる、

週末の新しい楽しみが生まれた。

必要な部分を抜き出す� ビデオクリップを作る� タイトル・テロップを作る�

素材を加工する�

作品に仕上げる�

出力する�

DVgate

DVgate

映像の切れ目を演出�

Adobe®   Premiere®

映像を加工�タイトル・テロップを入れる�アフレコ・BGMを編集�

MovieShaker Adobe® Photoshop® Elements

DVgate

いろいろな素材をバイオに取り込む�

Webで公開�

イメージステーションにアップロード�

インターネット放送�

パーキャスTVでライブ発信�

DVDディスクに記録する�

DVD-R/RW、CD-R/RW

テープに記録�

DV、VHSなど�

持ち運んで再生�

クリエやサイバーショットなど�

大画面で再生�

テレビやプロジェクターなど�

静止画�

（デジタルカメラなど）�

アナログ映像�

（Hi8、VHSなど）�

DV映像�

（デジタルハンディカム）�

音声素材�

�

DigiOnSound   Light®

P.18

P.18

P.18 P.17

P.16 P.17

URecSight

DVDit! for VAIO

GigaPocket

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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※写真は PCV-RX75L7です。画面はハメコミ合成です。

※写真はデジタルハンディカム DCR-VX2000、ダブルビデオデッキとの組み合わせの一例です。

Video
edit

バイオで自分だけのビデオ作品づくり。「撮る」、「作る」、「見せる」楽しみが広がる。書
斎
を
自
分
だ
け
の
ビ
デ
オ
編
集
ス
タ
ジ
オ
に
す
る
。

週
末
の
新
し
い
楽
し
み
が
生
ま
れ
る
。



■高画質 DV編集を可能にする「VAIO Edit

Components」：「Adobe® Premiere® 6.0日

本語版／ 6 LE 日本語版」で、ソニー独自のソ

フトウェア DVコーデックによる高画質の DV編

集が行えるプラグイン。編集中のプレビュー作成

や、ムービー作成における画質劣化を抑えます。

また、完成した作品のファイル出力時に、ファイ

ルを分割せずに出力するAVI2.0形式と、2GB

ごとに分割出力させる従来の方式（AVI1.0形

使いやすさをさらに高めた
「Adobe® Premiere®」で、
映画のような作品づくり。

業内容にあわせて、最適なツールパネルやウイ

ンドウの配置に切り換える「ワークスペース」を

採用。シンプルな長時間映像をつなぐ「シング

ルトラック編集」や短時間で多くの特殊効果を

使用する「A／ Bトラック編集」等、多彩な編集

スタイルを用意しています。

PCV-RX75シリーズには、映画のような高度な

映像表現が楽しめるビデオ編集・加工ソフト

「Adobe® Premiere® 6.0 日本語版」フルバー

ジョンをプリインストール。ドラッグ &ドロップに

よる操作性を向上したインターフェースにより、

高度な機能の数々を手軽に使えます。

PCV-RX65シリーズには、「Adobe® Premiere® 6 LE 日本

語版」をプリインストールしています。PCV-RX55シリー

ズでは、「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」の優待提供

サービスが利用できます。

■映像の構成に便利な「ストーリーボード」：

取り込んだ映像を順番に配置していくだけで、自

動的に場面転換を加えてタイムラインウインドウ

に配置します。ストーリー構成を視覚的に行うこ

とができ、長時間の作品づくりの作業効率も向

上し、より快適にビデオ編集が楽しめます。

■多彩な編集スタイルに対応：ビデオ編集の作

多彩な素材を集めて、「Adob
ア ド ビ

e ® Premier
プ レ ミ ア

e ®」でビデオ編集。

さまざまな映像表現を駆使して、もっとこだわった作品づくり。
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「Adobe ® Premiere ®」の
ビデオ編集機能を強化する
ソニーオリジナルプラグイン。

効果を加えることが可能。トランジション効果に

は、2つの映像が重なりながら入れ替わる「クロ

スディゾルブ」や「ストライプスライド」など、75

種類＊の多彩な効果が用意されています。

＊「Adobe ® Premiere ® 6 LE 日本語版」では、15種類。

■画面に文字を重ねるタイトル・テロップ機能：

作品のタイトル画面や画面上に文字を重ねる

テロップ表示が行えます。画面内を文字が移動

するスクロールタイトルも制作可能です。

■映像の雰囲気を高める映像フィルター：映像

全体に効果を加える 74種類＊の映像フィルター

を用意。色合いの調整やコントラストの補正な

どの画質調整も行えます。

＊「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」には、映像フィルター機能はありません。

「Adobe ® Premiere ®」
ならではの、多彩な特殊効果で、
作品の表現力をさらに高める。

■画面と画面の変わり目を効果的に切り換える

トランジション効果：映像をつなぐ部分に配置し

てテレビ番組のようなユニークな画面切り換え

※写真は PCV-RX75L7です。画面はハメコミ合成です。

※写真はデジタルハンディカム DCR-VX2000、カラーテレビ KV-14DA1、ダブルビデオデッキとの組み合わせの一例です。

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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式）を選択可能です。

■「Adobe® Premiere®」の表現力をさらに高

める「SoftSPARKLE」（サンプル版）（PCV-RX75シリーズ

のみ）：ソニー製

の業務用編集

機の技術に基

づいた高品位

なトランジショ

ン効果プラグイン。2つの映像の境界をぼかす

ワイプパターンなど 5種類＊の効果は、それぞれ

効果の加減を詳細に調整できます。

＊「SoftSPARKLE」は、プリインストールした 5種類以外に 21種類の特殊

効果があります。これらはダウンロードにて販売しています。詳しくは

http://www.so-net .ne. jp/dvj/sparkle/をご覧ください。

ビデオ作品などの AVIファイルにアフレコ処理

が行えるマルチトラ

ック・サウンド編集ソ

フト。マイク／ライン

入力からの音声の録

音や加工も可能です。

完成した作品に、アフレコ録音や
サウンド編集ができる
「DigiOnSound® Light」。

（PCV-RX75シリーズのみ）

高度な画像加工が行えるフォトレタッチソフト

「Adobe ® Photoshop ® Elements」により、

多彩な機能を使ってユニークなタイトル画面

づくりが行えます。サイバーショットなどで撮

った静止画をメモリースティックスロットから

取り込んで活用すれば、タイトル画面の作成や

カットイン映像

の素材となる静

止画加工など、

ビデ オ 作 品 の

ための素材づく

りが楽しめます。

高度な機能を駆使して、
作品のタイトル画面づくり。
「Adobe ® Photoshop® Elements」。

■「VAIO Edit Componets」による、高画質プ

レビュー：ソニー独自のコーデックを使用した高

画質なムービーのプレビューを i .LINK端子から

出力できます。PCV-RX75・RX65シリーズで

は、DV←→アナログ変換機能により、ビデオ出力

端子をテレビにつないで映像を確認できます。

Video
edit

Adobe®

Premiere® 6.0

日本語版

タイムラインウィンドウ

ストーリーボード

オーディオエフェクト・

ビデオエフェクトパレット

エフェクト

コントロールパレット

「モニタ」ウィンドウ

オーディオミキサー

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

s s s s s s

ストライプスライド

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

s s s s s s

ソニーブロークングラス

「Adobe ® Premiere ®

6 LE 日本語版」
優待提供サービス

PCV-RX55シリーズのご登録カスタ

マーの方へ、ビデオ編集・加工ソフト

「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語

版」とビデオ編集解説書「バイオでデジ

タルビデオ編集を始めよう（素材 CD-

ROM付き）」をセットにして 9,800円

（税別、送料別）で優待提供します。詳

しくは VA IOホームページ（h t tp : / /

www.vaio.sony.co.jp/）内のカスタ

マー専用サイト「アップグレードエリア」

でご案内します。

※カスタマーご登録については 27ページをご覧ください。

※「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」のご登録後に、

アドビ システムズ（株）の行う「Adobe® Premiere® 6.0

日本語版」へのアップグレードもご利用できます。

ビデオ編集のテクニックを
わかりやすく紹介

V A I O ホームページ内の「 E N J O Y

VAIO」では、バイオを使ったデジタ

ルビデオ編集講座を連載しています。

ビデオ編集を解説する「入門コース」

をはじめ、ビデオ編集に役立つ情報や

使いこなしテクニックを豊富に用意し

ています。

DVスキルアップセミナー
http://www.vaio.sony.co.
jp/DV/

※「Adobe® Premiere®」は、「DVgate」などで取り込んだ AVI（DV）ファイル

の編集に対応しています。MPEG2／MPEG1ファイルの編集はできません。

※「Adobe® Premiere®」はアドビ システムズ（株）による、初回コールより

90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は同社による有料サ

ポートメニューが用意されています。

■タイトルやテロップ作成に役立つ「Dyna Font」

（PCV-RX75シリーズのみ）：20書体の

ユニークな書体をプリイン

ストール。より効果的なタ

イトル画面が作れます。



4.7GBの大容量を持つ、記録可能な DVDメデ

ィア、DVD-R／ RW、MPEG2の映像をDVDビ

デオフォーマットで記録したりデータDVD＊を作

成することが可能です。DVD-Rは一回のみ記録

可能で、DVD-RWは書き換えが可能です。

＊「RecordNow DX」を使ってデータを保存できます。

■DVD-RWドライブで、オリジナルDVDづくり：

DVD-RWドライブの搭載により「Simple DVD

Maker」（13ページ参照）や「DVDit! for VAIO」で

オリジナル DVDの制作が楽しめます。DVDビデ

オフォーマットで記録されたDVD-R／ RWは、一

部のDVDビデオ再生機能を持ったバイオや家庭

用DVDプレーヤー＊などで再生が可能。DVDづ

くりで、映像を見せる楽しみが広がります。

＊右記［再生可能な DVDプレーヤーについて］をご覧ください。

※ DVD-R／ RWには、DVDビデオフォーマットでの記録が可能です。ビ

デオレコーディング規格での記録・再生には対応していません。DVD-RW

ディスクを使って DVDを作った場合、DVD-RWに対応していない DVDプ

レーヤーでは再生できません。

※複製不可の設定がされた DVD-ROMや DVDビデオは、バックアップを

作成することができません。

■複数のメニュー画面を持った DVDづくりが楽

しめる「DVDit! for VAIO」：多彩な機能によ

デジタルハンディカムから、
映像を取り込み／書き出し。
「DVgate」で高精度ビデオ編集。

録画開始／終了点を検出することにより、必要

な映像を効率よく取り込めます。

※デジタルハンディカム DCR-VX2000の「インデックス書き込みボタン」

には対応していません。

■アナログ映像の入出力が行える DV←→アナ

ログ変換機能（PCV-RX75・RX65シリーズ）：DV映像と

アナログ映像を相互に変換するハードウェアを搭

載。Hi8や VHSなどのアナログ映像を取り込ん

だり、完成したビデオ作品を背面のビデオ出力

からアナログビデオデッキへ記録できます。

■「 DVgate Assemble」で、ビデオ作品を

MPEG形式に変換：「DVgate Assemble」の

MPEG変換機能により、AVI（DV）形式のビデオ

作品をMPEG2・MPEG1形式＊に変換できます。

Pentium® 4の SSE2命令に対応し、実時間に

迫る高速な変換を実現しました。

＊MPEGファイルは最大 4GBまで作成可能です。

「DVgate」は、i .LINK端子につないだデジタル

ハンディカムをコントロールして、画質劣化のな

い高精度なデジタルビデオ編集が楽しめるソフ

トです。映像取り込み／書き出しツールの

「DVgate Moion」、ファイル切り出し・結合／

MPEG変換ツール「DVgate Assemble」、静

止画キャプチャーツール「DVgate Stil l」が用

意されています。AVIファイル（AVI 2.0）の書き

出しも可能です。長時間の作品もより扱いやす

くなりました。

■自動で取り込み候補リストを作成できる「ス

キャン機能」：撮影済みのテープから、自動的に

自分のビデオ作品を DVD に。

DVD プレーヤーで、手軽に再生して楽しめる。

撮りためたビデオや旅行の思い出を自分だけの作品に。

「DVgate
デ ィ ー ブ イ ゲ ー ト

」と「MovieSha
ム ー ビ ー シ ェ ー カ ー

ker」で楽しむビデオ編集。
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DVD-RWドライブを使って、
自分だけのビデオ作品を
DVDに記録する。

リップに自動編集：5段階のパターン設定と

BGMを選ぶだけで、自動的にビデオクリップ

を編集します。プレビューが可能になり、ムー

ビーの作成時間もより高速になりました。

取り込んだ動画を使って、
楽しいエフェクトで多彩に演出・編集。
「MovieShaker」でムービーづくり。

動画や静止画を素材にして、個性豊かなムービー

づくりが楽しめます。デジタルハンディカムからの

動画取り込みや、メモリースティックに記録した

MPEG動画の取り込みやMPEG映像の編集にも

対応しました。多彩に演出を加えた作品は、DV

テープに書き出すほか、さまざまな形式で出力で

きます。またパフォーマンスの向上や用語解説の

追加などさらに使いやすさを高めました。

■楽しい特殊効果を豊富に装備：素材映像に

重ねる 28種類の「エフェクト」や 8種類の「テ

キスト」、8種類の「トランジション効果」など、

ユニークな演出が楽しめます。

■「シェーカー機能」で、約 30秒のビデオク

※写真は PCV-RX55L5です。画面はハメコミ合成です。

※写真はデジタルハンディカム DCR-TRV30との組み合わせの一例です。※オープン価格の商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

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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り、ユニークな DVD制作が楽しめます。メニュー

画面作成では、MPEG映像をドラッグ &ドロップ

するだけでボタンとして設定可能。背景画像やボ

タン用アイコンも用意されています。また、ワイド

映像を使用することも可能＊です。ビデオ編集した

映像を「DVgate Assemble」でMPEG2映像に

変換すれば、自分だけの作品をDVDの素材とし

て活用できます。
＊あらかじめワイドモードで撮影した映像を用意しておくことが必要です。4:3

映像と 16:9映像を 1つのディスクに混在させることはできません。
※ドルビーデジタル AC3による音声圧縮に対応している「 Simple DVD

Maker」では、さらに収録時間が延びています。詳しくは P.13をご覧ください。
※チャプターポイント、マルチアングル、マルチ言語字幕、マルチオーディオ、マ
ルチストーリー、Dolby Digital AC3等のDVDビデオフォーマットのオーサリ
ングには対応していません。

「DVDit for VAIO」による
DVD-R／ RWディスクの収録可能時間

■「Simple DVD Maker」で、手軽にオリジナ

ル作品を DVDにする：編集が終わった作品をド

ラッグ &ドロップするだけでDVDビデオフォーマ

ットで記録できます。転送レート変換機能や、ドル

ビーデジタル（AC3）2ch方式の音声エンコード

など豊富な機能を備えます。
※「Simple DVD Maker」について詳しくは 13ページをご覧ください。

Video
edit

「URecSight」は、映像をインターネット放送

できるソフトウェア。あらかじめ編集しておい

た映像だけでなく、DV機器で撮影している

ライブの映像を、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。

■機能を大幅に向上し、さらに使いやすく：

直感的でわかりやすいインターフェースを採用

し、手軽にインターネット放送が楽しめます。ま

た、リアルタイム映像と、ファイルに保存した映

像の切り換えが可能になり、ニュース番組のよう

に映像を切り換えながら番組を進行できます。

■多彩な専用エフェクト：インターネット放送

を楽しく演出する特殊映像効果や音など 20種

類以上のエフェクトを用意しました。

■ライブ映像を配信できる専用Webサイト

「パーキャス TV」：「URecSight」と連携して、

インターネット放送の予約から、発信までを手

軽に行えるパーソナルキャスティングサービス

のWebサイトです。

「個人インターネット放送」無料サービスのご案内

「パーキャス TV」サービスの会員登録を行っていただ

いたお客様には、バイオが提案するネットワークを使

った新しい楽しみ「個人インターネット放送」を無料

でご利用いただけます。

●スタンダードチャンネル（20-45kbps）のうち5チャ
ンネルが無料です（同時視聴者数：最大 1名）。回数
の制限はありません。●配信前に確認できる無料テス
トチャンネルサービスもございます。
※サービス内容は変更されることがあります。詳しくは「パーキャス

TV」ホームページをご覧ください。

「パーキャス TV」
http://www.percastv.net/
※「パーキャス TV」による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、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。

■画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる

「イメージステーション」：家族や友人がいつで

も閲覧できるイメージアルバムをインターネッ

ト上に手軽に作成できます。会員登録すれば、

静止画や動画などをアップロードして、サイト上

に無料で掲載できます。また、プリントオーダー

サービス（有償）も提供しています。

※ご利用にはインターネットへ

の接続環境が必要になります。

※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/

MPEG2 - 8Mbps録画モード�

DVD-R／RW 約67分� 約117分� 約3時間45分�

MPEG1 - 1.41MbpsMPEG2 - 4Mbps

DVD-R

ソニー
データ用DVD-R
DMR47
オープン価格

パイオニア
DVS-R470SDF  オープン価格

DVD-RW

ソニー
データ用DVD-RW
DMW47
オープン価格

パイオニア
DVS-RW470SD  オープン価格

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

プレーヤー及び、一部のDVDビデオ再生機能を持ったバイオで再生

させることができます。

DVDビデオフォーマットで記録されたDVD-R／DVD-RWは、以下の

ソニー製DVDプレーヤーと、“プレイステーション 2”での再生を確認

しています。

DVP-S313 ／ S717D ／ S9000ES ／ F15 ／ F21 ／ F5 ／ FX1 ／NS300 ／

NS500P／NS900V、RDR-A1、DAV-S500／S800、DVPK-S300、DVPK-

15等（DVP-F5／FX1はDVD-Rのみ再生対応）、

プレイステーション 2＊：SCPH-18000／ 30000（但し、DVD-Rのみ）

＊DVD Player Ver.2.00以降

但し、これらはDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありま

せん。メディアへの記録状態や、再生プレーヤー側のピックアップの

状態等で再生できない場合があります。

DVDビデオ再生機能を搭載したバイオでの再生は、搭載されている

DVD-ROMドライブがDVD-R／DVD-RWの読み込みに対応している

必要があります。詳しくはバイオホームページをご確認下さい。

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

動画�

静止画�

音楽�

QuickTime Movie（.mov）、AVI（.avi）、MPEG1／MPEG 2（.mpg）�

Windows Bitmap（.bmp）、GIF（.gif）、JPEG（.jpg）、�

PNG（.png）、PICT（.pct）�

WAVE（.wav）、AIFF（.aif）、MP3（.mp3）�

動画�

MPEG1（.mpg） （160×112）＊メール添付用,60秒のみ。�

MPEG1（.mpg） （320×240）、MPEG2（.mpg） （720×480, 4Mbps）、�

MPEG2（.mpg） （720×480, 8Mbps）、�

GigaPocket形式（高画質／標準）、AVI（.avi）、QuickTime（.mov）、�

RealVideo（.rm）�

使用可能な主なファイル形式

※AVI（DV）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使用すると、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。

※「MovieShaker Ver.3.3」は、マクロメディア社の
Macromedia® FlashTM Playerソフトウェア技術を採用
しています。©1995-2001 Macromedia, Inc. All rights

reserved. Macromediaおよび Flashは、Macromedia,

Inc.の商標または登録商標です。

映像の取り込み／書き
出し。
DVgate Motion

エフェクト

星グルグル スポットライト 波紋 全体クルリン 横ビョーン ページめくり

s

テキストエフェクト トランジション

PCV-RX75・RX65・RX55シリーズ、PCVA-DRW2

動作検証済みDVD-R／ RWメディア

映像を切り取る・つなぐ。
DVgate Assemble

決定的瞬間を
静止画で取り
込む。
DVgate Still

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



各種インターネットプロバイダーへの入会手続きが

手軽に行えます。各プロバイダーの用意するブロー

ドバンド接続サービスのお申し込みも可能です。

■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 9月 30日までの長期間にわたり、インターネットアクセ

スの無料おためし利用が可能。入会手続きも不要です。

※ご利用可能時間：午前 8:00～午後 8:00

※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。

お気に入りの音楽をストックして、

再生したり、オリジナルCDを作る。

新しい音楽の楽しみを多彩に実現。

SonicStage for VAIO

■ 手 軽 に 音 楽 C D 作 成 が 楽 し め る：

「SonicStage」上の操作で、直接 CD-RWディス

クや CD-Rディスクに音楽データを書き込み、音

楽 CDを作成できます＊ 1。お気に入りの曲を集め

てオリジナルの音楽 CDを作成したり、お手持ち

の音楽 CDをまるごとバックアップすることも可

能です。また、手軽に曲名などの情報が入った

CD TEXT形式の音楽 CDも作成＊ 2できます。

＊ 1：音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情報の付加された

データを音楽 CDに書き込むことはできません。

＊ 2：半角英数字のみ対応。

■最新の音楽はインターネットからダウンロ

ード：ソニーの開発した音楽著作権保護技術

「OpenMG」に対応しているため、インターネッ

ト上の音楽配信サイトから音楽を手軽に購入し

て登録できます。「SonicStage」上で音楽配信

サイトへアクセスして気に入った楽曲をダウン

ロードすることが可能です。

■「Net MD」対応機器とつないで、MDに録

音して楽しむ：「Net MD」対応レコーダーと

USB接続し、「SonicStage」上で管理している音

楽データをMDへスピーディーに録音することが

できます。対応レコーダーの基本操作やMDに

「SonicStage（ソニックステージ）」は、ハードディ

スクにお気に入りの音楽を録音して、バイオをジュ

ークボックスのように楽しめるソニーオリジナルソ

フトウェア。お手持ちの音楽 CDを、ATRAC3＊ 1

形式で高音質のまま圧縮して、ハードディスクへス

ピーディーに録音＊ 2できます。W A V E 形式や

WMA形式での録音にも対応。また、音楽データ

をMDへ高速転送できる「Net MD」規格にも

対応し、対応レコーダーと接続して、とりためた音

楽をMDに書き出すことも可能。音楽を楽しむス

タイルが、さらに新しく進化しました。

＊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）。

音楽コレクションや、静止画加工、デジタルプリンティングまで、

思う存分楽しめる充実の付属ソフトウェア。

20

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

21

記録された音楽データのタイトル編集もバイオ

からコントロール可能です。

［主な対応の音楽配信サイト］

●bitmusic（ビットミュージック）http://bit.sonymusic.co.jp/

●bitmusic international（ビットミュージックインターナショナル）
http://bit.sonymusic.co.jp/Int/

●bitmusic GT（ビットミュージックジーティー）
http://bit.sonymusic.co.jp/Special/GT/

●@MUSIC（アットミュージック）http://atmusic.avexnet.or.jp/

●can-d.com（キャンディドットコム）http://www.can-d.com/

●K Music（ケー・ミュージック）
http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/

■「SonicStage Ver.1.1 for VAIO」をご使用上のご注意

◆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、同時に最大 3台までの「OpenMG」対応外部機器／メ

ディアへ転送（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台」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 licence by Aris/Solana/4C.

●OpenMGおよび はソニー株式会社の商標です。

■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に記載されています。

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

＊1：システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。＊2：2002年 1月 10日現在、ソニーが 2001年 12月末日まで

に日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。ただし、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。また、本機のMovieShaker Ver.3.3では、同日までにソニーが日本国内で発売した家庭用MICROMV機器（ツーリストモデルは除く）との接続動作も確認しています。

● Microsoft、Windows、Windows Media、Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。● Sonic、Sonic Solutions、DVDit!は米国 Sonic Solutions社の米国およびその他の国における商標です。● Adobe、
Adobe Photoshop、Adobe Premiere、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。● DigiOn、DigiOnSoundは、株式会社デジオンの登録商標です。●「i-mode／アイモード」、「iモード／アイモード」は、株式会社
NTTドコモの登録商標です。●テレビ王国、iRCommandarはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。●Beatnik Playerは、Beatnik, Inc.の登録商標です。● QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license.QuickTime is
registered in the U.S. and other countries. ●「RealPlayer」、「RealJukebox」は、米国または諸各国において、米国RealNetworks, Inc社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。● 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。●その他本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、Rマークは明記しておりません。 ※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行う
ものがありますのでご了承ください。

カテゴリー ソフトウェア カテゴリー ソフトウェア
OS OS Microsoft® Windows® XP Home Edition

クリエーション DV動画／静止画入出力／簡易編集 DVgate Ver.2.5＊2（MPEG2変換対応）

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

•DV動画ファイルクリッピング／ •DVgate Assemble

DV動画ファイル連結・MPEG1／MPEG2変換

DV静止画キャプチャー •DVgate Still

動画編集・加工 MovieShaker Ver.3.3＊2（MPEG2変換対応）

Adobe® Premiere®  6.0日本語版（PCV-RX75シリーズのみ）

Adobe® Premiere®  6 LE日本語版（PCV-RX65シリーズのみ）

MPEGオーサリングソフト DVDit! for VAIO

Premiereプラグイン VAIO Edit Components

Premiereエフェクトプラグイン SoftSPARKLE® サンプル版（PCV-RX75シリーズのみ）

サウンド編集 DigiOnSound® Light（PCV-RX75シリーズのみ）

DVD-R／RW・CD-R／RWライティングソフトウェア RecordNow DX

画像ファイルマネジメント PictureGear Ver.5.1

静止画作成・加工（ペイント） PictureToy Ver.1.1

静止画作成・加工（フォトレタッチ） Adobe® Photoshop®  Elements

アルバム／ラベル作成・プリント DigitalPrint Ver.1.1

オーディオ テレビ録画／管理／再生統合ソフト Giga Pocket Ver.4.5

&ビジュアル Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー PicoPlayer Ver.5.0（MPEG1・2再生可能）

Giga Pocketリモート予約 iRCommander

DVDビデオフォーマット記録ソフト Simple DVD Maker Ver.1.1

DVD再生ソフト MediaBar DVD プレーヤー（ドルビーヘッドホン対応）

OpenMG対応音楽ファイル管理／再生ソフト SonicStage Ver.1.1 for VAIO

音楽ファイル管理／再生ソフト RealJukebox 2 Basic

AV再生ソフト Windows MediaTM Player 8

AV再生プラグイン Beatnik Player Ver.2.0

ムービープレーヤー QuickTime 5

ストリームプレーヤー RealPlayer 8 Basic

エンターテインメント OpenMG対応自動演奏ソフト MusicShaker Ver.1.4

コミュニケーション インターネット放送 URecSight Ver.2.1＊2

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.1.1

ビジュアルコミュニケーション Smart Capture Ver.4.2＊2

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

サービスプロバイダー バイオネットワークサービスオンラインサインアップ

So-net簡単スターター

OCNスタートパック for Windows Ver3.1

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

P'z Dialer（ぷららアクセスソフト）

@niftyでインターネット

AOL 7.0 for Windows

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.1.40

リファレンスツール デジタルマップナビゲーター Navin’You Ver.5.5

クリエ用地図切り出しツール MapCutter Ver.2.0

サンプル地図データ Navin’You専用マップ2サンプル版（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 Navin’You専用グルメ&ドライブスポット327 by Walkerplus.com

電車交通案内 乗換案内　時刻表対応版

PDFビューワー Adobe® Acrobat® Reader 5.0J

ユーティリティー アプリケーション等起動設定 VAIO Action Setup Ver.1.4

メディアブラウザー VisualFlow Ver.2.1

ユーティリティー システム情報

ウィルスチェッカー Norton AntiVirus 2002

カスタマーサポート VAIOマニュアル CyberSupport Ver.3.1 for VAIO（「できるWindows XP for VAIO」収録）

その他 VAIOオリジナル壁紙 VAIO壁紙

オンラインカスタマー登録 VAIOオンラインカスタマー登録

VAIOオリジナルGUIセットアップ UI Design Selector

静止画を活用して、多彩に印刷。

豊富なテンプレートで、

アルバムやラベルが作成できる。

DigitalPrint

静止画や動画をまとめて快適に管理。
PictureGear

さまざまな静止画・動画を一括管理・活用でき

ます。高速ズームや画像検索機能のほか、iモー

ド対応端末で表示できるコンパクト HTMLアル

バム作成など、便利な機能を装備。

「バイオRX」にドライバーを
プリインストール。
すぐに使える高速プリンター。

カラーインクジェットプリンター
MPR-501オープン価格
※詳しくは 26ページをご覧ください。

インターネット上で楽しいチャットができる。
Q-zé Talk（キュゼ・トーク）

インターネット経由で、友達とチャットが行える

コミュニケーションソフト。顔画像の表示や効

果音、感情や相手へのアクションをアニメーシ

ョンで表現するなど楽しい機能が満載です。

※主催者は、グローバル IPアドレスを取得できる環境が必要です。

※「Q-zé Talk」は下記のURLで無償ダウンロード提供しています。

http://www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/

デジタルマップを多彩に活用できる。
Navin' You

地図上のポイントに静止画を貼り付けたり、旅

行工程を検索するなど、デジタルマップを多彩

に活用。地図データには、専用マップ（東京 23

区／名古屋市／大阪市）が付属します。

※画面はゼンリン製の「Navin' You専用マップ 2サンプル版」です。

※付属するサンプル地図は、東京 23区、名古屋市内、大阪市内です。

「Navin' You」アップグレードサービス
「Navin' You」のさらに豊富な機能を利用できる、「Navin' You 5 2001 Edition

DVD」やハンディGPSレシーバーをVAIOホームページ内のVAIOご登録カスタマ

ー専用サイト「UPGRADE AREA」で有償ご提供しています。

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

豊富なオンラインアクセスソフト

電子メールがもっと楽しくなる。
Smart Capture

デジタルハンディカムやバイオカメラで撮った動

画や静止画を取り込んで、電子メールで送信。

多彩な特殊効果で

画像を楽しく演出で

きます。

デジタル音楽の楽しみが広がる。
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。

Windows® 2000の力強さを引き継いだWindows

エンジンを土台に、スマートでシンプルな新機能と

新しいインターフェースを装備したオペレーティン

グシステム「Microsoft® Windows® XP Home

Edition」を搭載しています。

Microsoft® Windows® XP 
Home Edition

デジタルスチルカメラで撮った画像などを使っ

て、オリジナルのフォトアルバムやCDやMDのラ

ベルづくりなどを楽しめます。画像の取り込み、印

刷、アルバムづくり、お絵かき、ラベルづくりの 5

つの機能を備え、ランチャーを採用したわかりや

すい操作と、豊富なテンプレートで、手軽に作成・

印刷＊ができます。画像の取り込みは、バイオに接

続したサイバーショットやメモリースティックから

直接取り込み可能。取り込んだ画像は素早くサム

ネイル表示されます。また、アルバムづくりでは、

画面上の指示に従って、デザインや 17種類のレ

イアウトを選択していくだけで、手軽にユニーク

なアルバムが作成可能。表紙にタイトルをつけた

CD-R/RW、
DVD-R/RW

のジャケット

り、それぞれの写真にコメントを書き込むことも

できます。このほか、ラベル印刷は、ソニー製の

ほか、各社の市販ラベル用紙に対応したテンプレ

ートを豊富に用意しています。

＊印刷にはプリンターが必要です。
※対応画像フォーマット：BMP／ TIFF／ JPEG／ PNG／ GIF

● CDにラベルを貼付する際のご注意
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。

フォトアルバム

デザインを選ぶ

レイアウトを
選ぶ

完成

s
s

使いたい写真を選
んだ後、アルバム
のデザインを選び
ます。

テンプレートから写
真の配置を選択。
「編集」モードで、
ページごとに異な
るレイアウトも選
べます。

ビデオテープのラベル

写真を選ぶs



Pentium ® 4プロセッサー 2.20 GHzの高速CPU搭載＊。全モデルDVD-RWドライブ採用など、

バイオの世界を余裕で楽しめるハイスペックを結集。＊ PCV-RX75シリーズ
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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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■サイバーショットで撮った静止画データを手

軽に読み込めるメモリースティックスロットを

搭載：サイバーショットで記録した静止画データ

の読み込みや、「クリエ」への静止画／動画デー

タの交換がスムーズに行えます。

※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。

■ PCカードスロットや USB端子など、多彩な

インターフェースを装備：PCカードスロット

（TYPEII）により、豊富な PCカードを使って機

能の追加が可能。また、USB端子を本体前面に

2個、背面に 1個装備＊しています。

＊ PCV-RX75・RX65シリーズ。PCV-RX55シリーズでは、背面に USB
端子を 2個搭載。

■デジタルディスプレイ インターフェース（DVI

コネクター）を装備：DVI端子を装備したデジタ

ルディスプレイ、P C V D - 1 7 S D 1 / Sや P C V D -

15XD6/Sとの接続が可能。フルデジタル接続

により、クリアな画質を実現します。
本機のDVI端子は、付属ディスプレイ PCVD-17SD1/S・15XD6/Sで動
作を確認しています。また、別売りのソニー製ディスプレイでの動作確
認状況は、ソニー・コンピューターディスプレイホームページ（http://
www.sony.co.jp/sd/products/Consumer/Peripheral/Display/）をご覧
ください。また、マルチモニター機能はありません。

■毎日使うことを考えた省電力設計：徹底した

省電力設計を行い、約 3W以下という低消費電

力でのスタンバイを実現しました。

■大型エンクロージャーを採用し、高音質化を

図った付属スピーカー：大型エンクロージャー

と大口径ドライバーを搭載し、ゆとりある中低音

域を再現します。また、前面にヘッドホン端子を

装備し、お手持ちのヘッドホンを手軽に接続で

きます。

付属スピーカー

PCVA-SP2
●最大出力：3W+3W（JEITA）●
外形寸法：幅 86×高さ 250×奥行
163mm ●質量：L側約 660g、R側
約 720g

■全モデルに、Pentium® 4 プロセッサーを採

用するなど、ハイスペックを搭載：Net Burstマイ

クロアーキテクチャーを採用したインテル

Pentium® 4 プロセッサーの搭載により、映像や

音声を操るマルチメディア処理に優れたパフォー

マンスを発揮。特にストリーミング SIMD拡張命

令 2に対応したソニー独自の「DV→MPEG2変換

ソフトウェア」は、リアルタイムに迫る高速な

MPEG2変換を実現します＊1。PCV-RX75・RX65

シリーズでは、新型コアを採用し、512KBの 2次

キャッシュを搭載した Pentium® 4 プロセッサー

を搭載し、PCV-RX75シリーズでは 2.20 GHz、

PCV-RX65シリーズは、2A GHz＊2を搭載。また

PCV-RX55シリーズは、Pentium® 4 1.70 GHzと

しています。チップセットには、PCV-RX75・RX65

シリーズがプロセッサーシステムバスクロック

400MHzの 850チップセット、PCV-RX55シリー

ズは 845チップセットを採用しました＊ 3。また、メ

モリーは、PCV-RX75シリーズが PC800規格の

RDRAM 512MB（256MB×2枚）、PCV-RX65

シリーズは、RDRAM 256MB（128MB×2枚）、

PCV-RX55シリーズでは、DDR266対応のDDR

SDRAM 256MBを搭載しています。

＊ 1：DV→ MPEG2変換は「DVgate Assemble」で行うことができます。

また、変換速度は映像の内容によって異なる場合があります。

＊ 2：2次キャッシュメモリー 512KBの Pentium®4 2GHzの呼称です。

＊ 3：プロセッサーバスクロック 400MHz、メモリーバスクロック 266MHzと

なります。

■メンテナンス性を高めたシャーシを採用：

スマートなデザインのマイクロタワー型シャーシ

を採用。PCIボードやハードディスクの増設に配

慮した構造とすることで、使いやすさとメンテナ

ンス性を高めています。

※ PCIボードやハードディスクなどの周辺機器を増設された場合は、
保証・サポートの対象外とさせていただくことがありますので、ご注意
ください。

■静粛性、省電力に優れたファンコントロール

を採用：内部の温度に合わせて冷却ファンの回

転数を制御することにより、静粛性を高め、省電

力化にも貢献します。

■高い描画性能を発揮するグラフィックアクセ

ラレーターを搭載：PCV-RX75・RX65シリーズ

には、ビデオメモリーにより高速な DDR SDRAM

32MBを搭載した高速 3Dグラフィックアクセラ

レーター NVIDIA GeForce 2Tiを採用し、高

速な画面表示を行います。PCV-RX55シリーズ

には、ビデオメモリーに 32MB SDRAMを搭載

したNVIDIA TNT2 M64を採用しました。

■全モデルに DVD-RWドライブを搭載：DVD-

R／ RWの書き込みに対応し、CD-R／ RWの書

き込みも可能なDVD-RWドライブを全モデルに

搭載。DVD-RWディスクへのデータ書き込みや

DVDビデオフォーマットでの記録が行えます。

DVD書き込み速度は最大 2倍速（DVD-RWは

等倍速）、CD書き込みは最大 8倍速（CD-RWは

最大 4倍速）で、Buffer underrun防止機能

（DVD-R／ RWのみ）により、書き込み時の信頼

性を向上しています。

■ DVD-RW＋DVD-ROMのツインドライブ構

成を採用（PCV-RX75シリーズ）：PCV-RX75シリー

ズでは、DVD-ROMドライブを加えたツインドラ

イブ構成を採用。DVD-R／ RWディスクに保存

したデータのバックアップや、自分のオリジナル作

品を記録したDVDの複製が手軽に行えます。

※著作権保護された DVDビデオの複製はできません。

■多様なディスクメディアへのデータ書き込み

に対応：CD-R／ RWディスクへの書き込みは、

Windows® XP Home Editionが備えるデー

タディスク作成機能によりデータ記録が手軽に

行えます。音楽 CDは「 SonicStage Ver.1.1

for VAIO」（20ページ参照）で作成可能です。

また、D V Dディスクへのデータ書き込みは、

DVD-R／ RWに大容量のデータを保存できる

ライティングソフトウェア「RecordNow DX」＊

を用意しています。

＊DVD-R／ RWへの追記はできません（ディスクアットワンス記録の
み）。DVD-RWのみディスク全体のファイル削除を行うことができます。

※DV（AVI）ファイルは、DVD-R／ RW、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。

※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可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になります。ご自身の権利に
ついて不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

■DVDビデオを高画質・高音質で快適に再生：

バイオ RXシリーズは、本体背面のビデオ出力端

子からDVDビデオの映像信号をダイレクトに出

力可能。大画面のテレビに接続しても充分な画

質を実現しています。また付属リモコンにより、お

手元での操作が可能です。また、「ドルビー＊ヘッ

ドホン機能」により、お手持ちのヘッドホンで臨場

感豊かなサラ

ウンド音声が

楽しめます。

●ヘッドホン端子をス
ピーカーに搭載。

■ドルビーデジタル対応の光デジタル出力を

採用（PCV-RX75・RX65シリーズ）：ドルビーデジ

タル信号の出力に対応した光デジタル出力を装

備しました。AVアンプなどと接続す

ることにより、本格的な 5.1チャンネ

ルサラウンド再生を実現できます。

＊ドルビー、DOLBYおよびダブル D記号はドルビーラボラトリーズ
の商標です。

※DVD-ROMについてのご注意
・本機では地域番号（リージョナルコード）として｢2｣または｢ALL｣が
記されていない DVDビデオディスクは再生できません。

※ビデオ出力端子からの映像は、一般の DVDビデオプレーヤーの
出力映像とは画質の傾向に違いがある場合があります。なお、DVD
ビデオディスクによっては連続出画が行えず、瞬間的な画像の乱れ
を生じる場合があります。

・20または 24ビットサンプリングレートの高音質で音楽が録音され
た DVDの中には、再生時にノイズが出るなど、再生に不具合のあ
るものが確認されています。本機にオーディオ機器を接続してお
聴きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量
を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。

・本機では、ソフトウェアを用いて DVDを再生（デコード）しています。
このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、
CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、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。

■ブロードバンド接続が手軽に行えるネットワー

クコネクター搭載：100BASE-TX／ 10BASE-T

対応ネットワークコネクターを全モデルに採用。

Ethernet（イーサネット）によるネットワークや

ADSL、ケーブルテレビなどでのブロードバンド接

続がハードウェアの追加をすることなく行えます。

■ DV機器やハードディスクがつながる i.LINK

端子：デジタルハンディカムなどの DV機器を

接続して高速でデータ転送が行える i . L I N K

（ IEEE1394）端子を搭載。本体前面には 4ピン

端子（S400）を1個、背面には6ピン端子（S400）

を 1個装備しています。

※ i .LINKケーブル（4ピン←→ 4ピン、1.5m）が付属しています。

※ i .LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているもので

はありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご

確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア（OSを含む）およ

びハードウェアによって規定されます。

○ SXGA（1280×1024）対応の高解像度、高画質 TFT液晶パネル採用。○ DVI準拠

のデジタルインターフェースの採用により本体とのフルデジタル接続が可能。クリアな画

質を実現。

［PCVD-17SD1/Sの主な仕様］●液晶パネル：サイズ・・・17型、表示方式・・・アクティブマトリッ
クス方式（a-siTFT）●最大解像度：SXGA 1280×1024 ●最大発色数：1677万色 ●応答時間：40ミ
リ秒 ●最大画面輝度：250cd／ m2 ●視野角：水平左右 150度、垂直上 65度、下 60度 ●電源：
AC1000V・50／ 60Hz（ACアダプター付属）●消費電力：通常時 約 36W、アクティブオフ時 2W以下
●外形寸法：幅 435×高 381×奥行 200mm ●質量：約 6.5Kg（ACアダプター含まず）

※バイオでは付属するモデルのみ動作を保証（2002年 1月現在）。

17型液晶パネル搭載で SXGA（1280×1024）の高解像度表示に対応。
デジタルインターフェース（DVI準拠）採用の 17型液晶ディスプレイ。

17型 TFT液晶デジタルディスプレイ PCVD-17SD1/S
（PCV-RX75L7、RX65L7付属ディスプレイ）

［ディスプレイについてのご注意］
●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。これらはディスプレイの

構造によるもので、故障ではありません。

17型TFT液晶

デジタルインターフェース

エルゴノミックアングル・デザイン

15型TFT液晶

デジタルインターフェース

※上記ディスプレイはいずれもバイオへの付属用で単品製品ではありません。

用途に合わせて選べる付属ディスプレイ

○高画質 15型 TFT液晶パネル採用。○使う人の姿勢など、使用状況に応じてより使

いやすい状態に調節可能なダブルヒンジ型スタンドを採用。

［PCVD-15XD6/S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（a-siTFT）●最大解像度：XGA1024× 768（ 60Hz）●最大発色数：1677万色 ●応
答時間：35ミリ秒 ●最大画面輝度：200cd／m2 ●視野角：水平 120度、垂直上 45度、下 55度 ●
電源：AC100V･50／ 60Hz（ACアダプター付属）●消費電力：通常時 約 27W、アクティブオフ
時 2W以下 ●外形寸法 :幅 380×高さ 360×奥行 200mm ●質量：約 4.9kg（ACアダプター含まず）

※バイオでは付属するモデルのみ動作を保証（2002年 1月現在）。

デジタルインターフェース（DVI準拠）、高画質液晶パネル採用。
フレキシブルに画面の角度を調節できる 15型液晶ディスプレイ。

15型 TFT液晶デジタルディスプレイ PCVD-15XD6/S
（PCV-RX55L5付属ディスプレイ）

エルゴノミックアングル・デザイン



VHF／UHFアンテナ端子

スピーカー／ヘッドホン出力

オーディオ入力／ビデオ入力

ネットワークコネクター

i.LINK（IEEE1394）端子

USBコネクター

正 面
（PCV-RX75シリーズ）

背 面
（PCV-RX55シリーズ）

（USB接続）

■スクロール機能対応　

ホイール

マウス
（PS／2接続）

■ドルビーヘッドホン対応

ヘッドホン端子

スピーカー
Giga Pocket・DVD用

リモコン・受光ユニット

⁄6⁄0

⁄1

正 面
（PCV-RX65・RX55シリーズ）

ア　ン　テ　ナ�

オーディオ／ビデオ出力�

U  S  B

キーボード
（PS／2接続）

■ショートカットボタン ■スタンバイキー

「Giga Pocket」でテレビ録画・再生を

するための地上波放送（VHF／ UHF）

用テレビアンテナ端子。

接続に必要なケーブル

接続する機器

付属

アンテナ接続ケーブル

（3.6m）

別売アンテナブースター（2分配機能付き）

BO-20A希望小売価格4,800円（税別）

地上波用
テレビアンテナ
（CATV含む）

アナログビデオデッキやHi8ビデオカメ

ラの映像／音声信号を入力する端子。

「Giga Pocket」で内蔵チューナー以外

の映像を録画することができます。

接続に必要なケーブル

接続する機器

Hi8ビデオカメラ

VHSビデオなど

パソコン用スピーカーやヘッドホンを接

続する音声出力端子（ステレオミニプラ

グ）。DVDビデオ再生時の音声はヘッド

ホンサラウンドに対応。

接続する機器

パソコン用スピーカー

サイバーショット、Net MD機器などの各種USB機器。

100BASE-TX／ 10BASE-T対応ネット

ワークコネクター。Ethernet（イーサ

ネット）を使用した各種ネットワークへ

の接続のために使用します。

接続に必要なケーブル

接続する機器

別売ネットワークケーブル

100BASE-TX／ 10BASE-T対応 LANケーブル

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

デジタルハンディカムなどのDV機器や

i.LINKハードディスク、他のバイオなど

を接続します。ホットプラグ対応のほか、

最大 400Mbpsの高速なデータ転送が

可能。端子は 4ピンと6ピンの２種類があります。

接続に必要なケーブル

接続する機器

別売 i.LINKケーブル　

VMC-IL4615A（1.5m、4ピン←→6ピン）、VMC-IL6615A（1.5m、

6ピン←→6ピン）などを使用

デジタルハンディカムなど i.LINKハードディスクなど

USBコネクター

i.LINK（IEEE1394）端子

S400（4ピン）

i.LINK（IEEE1394）端子

S400（6ピン）

オーディオ出力（ステレオミニプラグ）

ビデオ出力（ビデオ／Sビデオ共用）＊1

VHF／UHF（アンテナ）端子

S映像入力

ビデオ入力（ピンジャック）

オーディオ入力（ピンジャック）

オーディオ入力（ステレオミニプラグ）

ビデオ入力（ビデオ／Sビデオ共用）

ネットワークコネクター

（100 BASE-TX／10BASE-T）

スピーカー／ヘッドホン出力（ステレオミニ

プラグ）

光デジタル音声出力

z DVD-RWドライブ

x DVD-ROMドライブ

c フロッピーディスクドライブ

vメモリースティックスロット＊2

b 電源／サスペンドスイッチ

n PCカードスロット（Type II）

m キーボードポート（PS／2）

, マウスポート（PS／2）

. オーディオライン入力

⁄0 マイク入力

⁄1 拡張スロット

1番＊3（使用済み）：PCI（モデム／PCMCIAカード）

2番（使用済み）：PCI（TVチューナー内蔵MPEG2リアルタイ

ムエンコーダーボード）

3番（空き）：PCI

4番（使用済み）：AGP（ビデオカード、AGP 4×モード動作）

⁄2 プリンター／パラレルポート

⁄3 AC INPUT（AC電源入力）プラグ

⁄4 シリアルポート

⁄5 デジタルディスプレイ用コネクター（DVI）：PCVD-

17SD1/S、PCVD-15XD6/S用のDVI方式準拠のデジタルディ

スプレイ用接続端子。

⁄6ディスプレイ用コネクター

⁄7 電話回線端子

⁄8 電話器端子

＊ 1：ビデオ映像出力専用です。パソコンのデスクトップ画
面は出力しません。

＊ 2：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。

＊ 3：1番スロットの搭載ボードは背面モデム／前面 PCカー
ド兼用の一体型ですので、外すことはできません。

U  S  B U  S  B

i . L I N K
4ピン�

オーディオ／ビデオ入力�
前面端子�

オーディオ／ビデオ入力�
背面端子�

ネットワーク�

オーディオ出力�

i . L I N K
6ピン�

オーディオ／ビデオ出力�

ア　ン　テ　ナ�

オーディオ／ビデオ入力�
背面端子�

Giga Pocket・DVD用リモコン受

光ユニットを接続します。各種 USB機

器は、ホットプラグ機能に対応し、再起

動の必要もなく接続してすぐに使用で

きます。

U  S  B

i . L I N K
6ピン�

ネットワーク

ア　ン　テ　ナ�

オーディオ／ビデオ入力�
背面端子�

オーディオ出力�

背 面
（PCV-RX75・RX65シリーズ）

接続する機器

※前面の i.LINK（IEEE1394）端

子（4ピン）には、付属の i.LINK

ケーブル（400 Mbps対応。4ピ

ン←→4ピン）などを使用します。

※前面のオーディオ入力／

ビデオ入力端子には、付属

ビデオケーブル（コンポジ

ット）、別売オーディオ用ケ

ーブル（ピンプラグ←→ピン

プラグ）などを使用します。

⁄7 ⁄8

⁄3

⁄2

⁄4

⁄5

付属ビデオ接続用変換

コネクター（コンポジット接

続用）

付属ビデオケーブル＊ 1（コ

ンポジット）

別売 S映像コード＊ 2（4ピ

ン←→ 4ピン）

付属オーディオ用ケーブル

（ミニプラグ）など

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

オーディオ出力／ビデオ出力

「Giga Pocket」、「DVgate」や DVD

ビデオ再生時のビデオ映像・音声を出

力する端子。映像はMinDin7ピン端子、

音声はステレオミニプラグ端子。

※ディスプレイ信号は出力しません。

接続に必要なケーブル

オーディオ／ビデオ出力

付属ビデオ接続用変換コネ

クター（コンポジット接続用）

付属ビデオケーブル＊1（コン

ポジット）

別売 S映像コード＊ 2（4ピン

←→ 4ピン）

付属オーディオ用ケーブル

（ステレオミニプラグ←→ピ

ンプラグ）など

接続する機器

テレビ VHSビデオ

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

付属スピーカー

PCVA-SP2

オーディオ出力�

バイオならではのつながる楽しみがもっと広がる、

多彩なインターフェース。
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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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BS／CSチューナーなど

光デジタル出力端子

接続に必要なケーブル

別売光デジタル接続ケーブル

POC-20A（2.0m）などを使用。

AVアンプなど

リニア PCMやドルビーデジタル AC-

3などのデジタル音声信号を出力する

端子。AVアンプやサラウンドスピー

カーと接続すれば、5.1チャンネルの

サラウンド再生も可能です。

光デジタル音声出力�

接続する機器

光デジタル音声出力�

⁄0

⁄1

.

⁄7 ⁄8

⁄2 ⁄3 ⁄4 ⁄5 ⁄6m ,

i . L I N K
4ピン�

オーディオ／ビデオ入力�
前面端子�

U  S  B i . L I N K
4ピン�

オーディオ／ビデオ入力�
前面端子�

U  S  B

b

n

z

c

v

z

x

c

v

b

n

i . L I N K
6ピン�

.

,

m ネットワーク�

クリエ付属リモコン用
受光ユニット



4.7GBの大容量を持つデータ記録用
書き換え型 DVDメディア。

データ用DVD-RW

DMW47
オープン価格

●記録容量 4.7GB（片面）

データ用DVD-R

DMR47
オープン価格

●記録容量 4.7GB（片面）

動画や静止画を保存して、サイバーショットや
「クリエ」で映像を楽しむ。

IC記録メディア

「メモリースティック」

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

※この「メモリースティック」はMagicGateには対応してい

ません。「メモリースティックウォークマン」などMagicGate

対応機器での音楽の記録・再生はできません。

※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。

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

2.5型液晶モニター搭載

デジタルビデオカメラ

レコーダー

DCR-VX2000 
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-D9）標準価格 31,000円（税別）が必要です。

単体で持ち出して、旅行のルートを記録。

アルバム作りもできるバイオ ハンディGPS。

ハンディGPSレシーバー

PCQA-GPS3VH
オープン価格

●受信方法：16チャンネル・オー

ルインビュー●電池動作時間：約

12時間（アルカリ乾電池使用時）●

ゼンリン社製「ナビン・ユー専用マップ 2日本全域版」、ア

ルバム作成ソフト「GTREX Ver.2.0」付属●外形寸法：幅

44×高さ 70×奥行 14mm●質量：約 40g（電池含まず）

手軽にビジュアル・コミュニケーションが楽しめる、

コンパクトな「バイオカメラ」。

バイオ用カメラ

PCGA-VC2
オープン価格

● CCD：1/6型プログレッシ

ブスキャン CCD ●レンズ機

構：回転角度 210度 ●取り

付けアダプター、プラグインパワーマイク（約 1m）付属 ●

電源：USBバスパワー ●外形寸法（カメラ部）：幅 36×高

さ 67×奥行き 25mm ●質量（カメラ部）：約 45g

斜めから投射可能。大画面が気軽に楽しめる。

サイドショット・プロジェクター「シネザ」。

LCDビデオプロジェクター

VPL-HS1 FP
オープン価格

●投影方式：3LCDパネル、1

レンズ、3原色光シャッター方

式●プロジェクタースタンド、

シグナルインターフェースユニット、PJマルチケーブル、リ

モートコマンダー付属●外形寸法：幅 340×高さ 154×奥行

300mm●質量：約 3.9kg

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

3.5型液晶モニター搭載

デジタルビデオカメラ

レコーダー

DCR-TRV30 
オープン価格　

※本機をお使いになるには、別売のアクセサリーキット

（ACCKIT-QMM7）希望小売価格 33,500円（税別）が必要

です。

有効 321万画素の高画質。光学 3倍ズーム搭載。
軽量 185gの新サイバーショット〈P5〉。

「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

●「メモリースティック」（8MB）、USBケーブル、リチャー

ジャブルバッテリーパック、ACアダプター、CD-ROM2枚

付属

音楽を聴く、65,536色の鮮明画像を見る。
最新の Palm OS®4.1を採用した新「クリエ」。

パーソナル

エンターテインメント

オーガナイザー

PEG-N750C 
オープン価格

● 320×320ドット、256色表示カラー液晶ディスプレイ採用

●バックボタン付きジョグダイヤル搭載●パームOS 4.1搭

載●外形寸法：幅 71.0×高さ118.5×奥行 16.8mm●質量：

約 160g

i.LINKケーブル（S400対応）

●［4ピン←→4ピン］タイプ

VMC-IL4408A（0.8m）希望小売価格 2,200円（税別）
VMC-IL4415A（1.5m）希望小売価格 3,500円（税別）
※バイオRXシリーズに付属の i.LINKケーブル（4ピン←→ 4ピ

ン、1.5m）と同等品です。

VMC-IL4435A（3.5m）希望小売価格 5,500円（税別）

●［4ピン←→6ピン］タイプ

VMC-IL4615A（1.5m）希望小売価格 3,500円（税別）
VMC-IL4635A（3.5m）希望小売価格 5,500円（税別）

●［6ピン←→6ピン］タイプ

VMC-IL6615A（1.5m）希望小売価格 3,500円（税別）
VMC-IL6635A（3.5m）希望小売価格 5,500円（税別）

PCV-RX75・RX65シリーズ用
PC800対応256MB増設メモリーモジュール
PCA-MM256R（2枚1組）オープン価格
●128MB RDRAM×2枚（合計256 MB）

184ピン RIMM

PCV-RX75・RX65シリーズ用
PC800対応512MB増設メモリーモジュール
PCA-MM512R（2枚1組）オープン価格
●256MB RDRAM×2枚（合計512MB）

184ピン RIMM

PCV-RX55シリーズ用
DDR266対応256MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM256D オープン価格
●256MB DDR SDRAM 184ピンDIMM

PCV-RX55シリーズ用
DDR266対応512MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM512D オープン価格
●512MB DDR SDRAM 184ピンDIMM

※バイオＲXシリーズは、機器内部の構造上、メモリーモジ
ュールの取り付けには知識と経験が必要ですので、ご自身
での取り付けは行えません。取り付け作業は販売店へご依
頼いただくか、ソニー製メモリー取り付けの場合はソニー
（株）VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス（有料）も
ご利用いただけます。
※増設メモリーモジュール PCVA-MM512R・MM256Rは
2枚 1組で使用します。1枚だけで使用することはできま
せん。

増設メモリーモジュール
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バイオのある生活がもっと楽しくなる。

バイオの楽しみをさらに広げる多彩な関連商品&アクセサリー。

カラーインクジェット

プリンター

MPR-501
オープン価格

●解像度 2400dpi×1200dpiの高画質

●USB対応 ●外形寸法：幅 390×高さ 185×奥行 248mm

●質量：約 3.4kg

最大 54Mbpsの高速転送を実現した、
5GHzワイヤレス LAN。

快適にブロードバンドが楽しめる。
普及が進む 2.4GHzワイヤレス LAN。

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

ラベル印刷やアルバム作りが楽しめる。
高速インクジェットプリンター。

ワイヤレス LAN

アクセスポイント

PCWA-A500 
オープン価格

●ワイヤレス LANの新しい標準規格

IEEE802.11aに準拠。最大 54bpsの高

速転送でMPEG2の動画をワイヤレスで

再生できます。● Ethernet（100BASE-

TX／ 10BASE-T）端子を 2つ装備。ルーター機能搭載。●

使用周波数：5GHz帯●最大データ転送速度：54Mbps（使

用状況により異なります）●外形寸法:幅 159×高さ 233×

奥行 48mm（スタンド奥行き 91mm）●質量 :約 1.2ｋg●

消費電力：約 7W

※ 2.4GHzワイヤレス LANとの通信はできません。

i .LINKハードディスクドライブ

PCVA-HD16（160GB）

オープン価格
2月上旬発売予定

PCVA-HD08A
（80GB）

オープン価格

● 160GBの大容量（PCVA-HD16）で、デジタルビデオ編

集やオリジナルDVD制作などクリエイティブな要求に応

えます。● 20MB／秒の高速データ転送で、デジタルハン

ディカムから DV動画データを直接取り込んで保存でき

ます。●大容量のデータも確実に転送できる高い信頼性。

●バイオを使用中でも手軽に抜き差しできるホットプラ

グ＆プレイで、バイオの i.LINK端子に接続してすぐに使え

ます。●DV映像記録時間：約 11時間 30分（PCVA-HD16）、

約 5時間 40分（PCVA-HD08A）● i.LINK端子（6ピン ×

2）● Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版を付属●外形寸

法：幅 171×高さ 58×奥行き 304mm●質量：約 2.4kg（本

体のみ）

※ i.LINKケーブルは付属しません。※PCVA-HD16、HD08A

は着脱可能なドライブですので、バイオRXシリーズで「Giga

Pocket」の通常の保存先としては使用できません。「外部メ

ディア」に設定して、録画済みデータの書き出し先としてお

使いください。

ワイヤレス LAN スターターキット

PCWA-A200C 
オープン価格

PCWA-A100C （モデム内蔵）
オープン価格

ワイヤレス LANアクセ

スポイントとワイヤレ

ス LAN PCカード PCWA-C100のセット。

※写真は PCWA-A100Cです。

［ワイヤレス LANアクセスポイント 主な仕様］●ワイヤレ

ス LANの標準規格 IEEE802.11bに準拠。最大 11Mbpsの

高速転送で家の中の好きな場所からブロードバンドが楽

しめます。● PCWA-A200C：Ethernet（10BASE-T）端子

を装備。PCWA-A100C：V.90モデムとEthernet（10BASE-

T）端子を装備。●使用周波数 :2.4GHz帯●最大データ転

送速度:11Mbps（使用状況により異なります）●外形寸法：

幅 156×高さ 125×奥行 35mm（縦置き時。スタンドは含

まず）●質量：約 450g（PCWA-A200C）、約 480g（PCWA-

A100C）●消費電力：約 5W

［ワイヤレス LAN PCカード 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）

※ 5GHzワイヤレス LANとの通信はできません。

ワイヤレス LAN 

PCカード

PCWA-C500 
オープン価格

●高感度アンテナを内蔵したコンパクトなボディ。●規

格：IEEE802.11a（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）

※ 2.4GHzワイヤレス LANとの通信はできません。

※ i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類（ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど）は、OSによっては対応していな

い場合がありますので、あらかじめ動作環境をご確認ください。

※本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。ま

た、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カ

タログの配布開始時点（裏表紙参照）では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製

品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事

項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」

ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。

「デジタルビデオ編集」に関するご注意 ●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的

なパーソナルコンピューターです。本機の取扱いにはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要です。●本機は

個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●著作権保護のた

めの信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。 ● DVgate Ver.2.5および

MovieShaker Ver.3.3は、2002年 1月現在、ソニーが 2001年 12月末日までに日本国内で発売した DV端子付きの家庭用

DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。た

だし、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。また、本機のMovieShaker

Ver.3.3では、同日までにソニーが日本国内で発売した家庭用MICROMV機器（ツーリストモデルは除く）との接続動

作も確認しています。 ●DVgate Ver.2.5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。

著作権に関する警告文 ●この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の

許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者

から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権

利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

S e r v i c e  S u p p o r t

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。

サ ポ ー ト 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。

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」：
Windows® 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。

「CyberSupport」

「できるWindows XP for VAIO」

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。

◎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
（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）

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。

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

まず は 気 軽 にバイオに質問。

内 容 豊 富 なインターネットで検索。

特別な質問や 修 理 のご 依 頼 は電話で相談。

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

「Adobe® Premiere® LE」や「Adobe® Photoshop®

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。

「UPGRADE AREA」



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

安全にご使用いただくためのご注意 ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●本商
品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。 商品使用上のご注意●あなたが録画・録音したも
のは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物
などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。
●本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソ
フトウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認く
ださい。カタログ上のご注意●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ
掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタロ
グと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切
れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」
は、省エネルギー法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表記を記載しています。●「エネルギー消費

効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したもの
です。●ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●仕様内のJEITAは、
電子情報技術産業協会の規格による測定値です。●“PlayStation”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタ
テインメントの登録商標です。●MEMORY STICK、メモリースティックはソニー株式会社の商標です。●

VAIOはソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標
です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。
●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中では™、®マークは明記していません。 商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認
ください。●ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りします
ので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。●当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部
品を製造打ち切り後8年保有しています。 ●本製品は個人用・家庭用です。

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

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

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

お買い求めは信用ある当店へ

2002.1
カタログ記載内容2002年1月現在

よい品を
手軽にクレジットで

〒141-0001  東京都品川区北品川6-7-35
〒108-0074  東京都港区高輪4-10-18

AVGWFXTP-2   Printed in Japan.  （84995765）RY  再生紙

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

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。

液晶画面についてのご注意

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

「バイオ RX」PCV-RX75・RX65・RX55シリーズの主な仕様
モデル PCV-RX75シリーズ PCV-RX65シリーズ PCV-RX55シリーズ

＊ 1：2次キャッシュメモリー 512KBの Pentium® 4 2GHzの呼称です。＊ 2：最大 12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。＊ 3：標準実装されている 128MBメモリーモジュール 2枚を取り
外し、PCVA-MM512R×2（256MBメモリーモジュール 4枚）を増設した場合です。 ＊ 4：標準実装されている 256MBメモリーモジュールを取り外し、PCVA-MM512D×2（512MBメモリーモジュール 2枚）を増設した場合です。 ＊ 5：本体から出力可能な
表示モードです。付属ディスプレイにより表示できない場合があります。 ＊ 6：1280×1024表示の垂直同期周波数は 60Hzまでとなります。 ＊ 7：720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。 ＊ 8：1GBを 10億バイトで計算した場合の
数値です。Windowsのシステムでは、1GBを 1,073,741,824バイトで計算しています。Windows起動時に認識できる容量は PCV-RX75シリーズでは約 111GB（Cドライブ：約 11GB、Dドライブ：約 100GB）、RX65・55シリーズ では約 74GB（Cドライブ：
約 9.4GB、Dドライブ：約 65GB）となります。ファイルシステムはNTFSです。 ＊ 9：記録可能なMPEG映像、および AVI（DV）ファイルの容量は、映像の内容によって多少前後することがあります。 ＊ 10：DVD-Rは、DVD for General Ver.2.0 に準拠した
ディスクの書き込みに対応しています。 ＊ 11：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。＊ 12：High Speed対応CD-RWディスクへの書き込みは対応していません。＊ 13：本機のDVI端子は、付属ディスプレイPCVD-
17SD1／ S・15XD6／ Sで動作を確認しています。 また、別売りのソニー製ディスプレイでの動作確認状況は、ソニー・コンピューターディスプレイホームページ（http://www.sony.co.jp/sd/products/Consumer/Peripheral/Display/）をご覧ください。
また、マルチモニター機能はありません。 ＊ 14：画像ファイルなど、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。＊ 15：衛星放送の受信はできません。また、CATV の受信サービス（放送）の行われている地域でのみ受信可能です。CATV を受信するときには、使用する機器ごとにCATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルがかかった放送の
視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくは、その地域の CATV 会社にお問い合わせください。 ＊ 16：ボード長が 25cm を超える PCI ボードは装着できません。 ＊ 17：56kbps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。

OS Windows® XP Home Edition

プロセッサー インテル ® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz インテル ® Pentium® 4 プロセッサ 2A GHz＊ 1 インテル ® Pentium® 4 プロセッサ 1.70 GHz 

キャッシュメモリー 1次キャッシュ 12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊ 2／ 8KB・データキャッシュ／ 2次キャッシュ512KB（CPU内蔵） 1次キャッシュ 12Kμ命令実行トレースキャッシュ＊ 2／ 8KB・データキャッシュ／

2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）

プロセッサーシステムバス 400MHz（メモリーバスクロック800MHz） 400MHz（メモリーバスクロック266MHz）

チップセット インテル ® 850チップセット インテル ® 845チップセット

メインメモリー 標準／最大 512MB／ 1GB（RDRAM PC800対応） 256MB／ 1GB＊ 3（RDRAM PC800対応） 256MB／ 1GB＊ 4（DDR SDRAM DDR266対応）

拡張メモリースロット（空き） RIMMスロット（RDRAM、184ピン）×4（2） DIMMスロット（DDR SDRAM、184ピン）×2（1）

グラフィックアクセラレーター NVIDIA GeForce2 TiTM（AGP 4×モード動作） NVIDIA TNT2TM M64（AGP 4×モード動作）内蔵

ビデオメモリー 32MB（DDR SDRAM） 32MB（SDRAM）

表示モード（RGB接続時）＊ 5 1677万色（1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480） 1677万色（1280×1024＊ 6、1024×768、800×600、640×480）

表示モード（DVI接続時）＊ 5 1677万色（1280×1024、1024×768、800×600、640×480） 1677万色（1280×1024、1024×768、800×600、640×480）

フロッピーディスクドライブ 3.5型（1.44MB／ 720KB＊ 7）×1 

ハードディスク 約 120GB（Cドライブ約 12GB／Dドライブ約 108GB）＜Ultra ATA（100）＞＊ 8 約 80GB（Cドライブ約 10GB／Dドライブ約 70GB）＜Ultra ATA（100）＞＊ 6

（MPEG映像録画時間）＊ 9 高画質 約 29時間／標準 約 58時間／長時間 約 158時間 高画質 約 19時間／標準 約 37時間／長時間 約 102時間

（DV映像記録時間）＊ 9 約 7時間 40分 約 5時間

ドライブ ●DVD-RWドライブ／書き込み：最大 2倍速（DVD-R）＊ 10、等倍速（DVD-RW）＊ 11、 ●DVD-RWドライブ／書き込み：最大 2倍速（DVD-R）＊ 10、等倍速（DVD-RW）＊ 11、

最大 8倍速（CD-R）、最大 4倍速（CD-RW）＊12、読み出し：最大 4倍速（DVD-ROM）、 最大 8倍速（CD-R）、最大 4倍速（CD-RW）＊ 12、読み出し：最大 4倍速（DVD-ROM）、

最大 2倍速（DVD-R／RW）、最大 24倍速（CD-ROM）、最大 16倍速（CD-R／RW） 最大 2倍速（DVD-R／RW）、最大 24倍速（CD-ROM）、最大 16倍速（CD-R／RW）

●DVD-ROMドライブ／CD最大 40倍速　DVD最大 16倍速

（Buffer underrun防止機能） （DVD-R／RW書込時有効） （DVD-R／RW書込時有効）

外部接続端子（背面） ●キーボード（PS／2、MiniDIN×1）●マウス（PS／2、MiniDIN×1）●シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン×1）●パラレルポート（D-sub 25ピン×1）●USB（PCV-RX75・RX65×1、PCV-RX55×2）

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

●ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン×1／DVIタイプ×1）＊13

●光デジタルオーディオ出力端子×1[PCV-RX75・RX65シリーズのみ] ●モデム用モジュラージャック×2（LINE、TELEPHONE）● i.LINK S400（6ピン）端子×1

MPEG2リアルタイムエンコーダー ●ビデオ入出力（ビデオ、Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN、IN×1／OUT×1）

ボード用接続端子（背面） ●オーディオ入出力（ステレオ、ミニジャック、IN×1／OUT×1）●TVアンテナ入力（75Ω、F型コネクター×1）

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

メモリースティックスロット＊ 14 メモリースティックスロット×1

PCカードスロット TypeⅡ×1、CardBus対応

MPEG2リアルタイム ●ビデオキャプチャー機能（ビデオ入力→MPEGリアルタイム変換機能）●TVチューナー（VHF 1～ 12ch、UHF 13～ 62ch、CATV C13～C63＊15、ステレオ、2カ国語）● S-ビデオ、コンポジット入出力端子（入力 2系統、出力 1系統）

エンコーダーボード ●オーディオ入出力端子（入力 2系統、出力 1系統）●DV←→アナログ変換機能（PCV-RX75・RX65シリーズのみ）●圧縮モード（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

拡張スロット（空き） PCI×3（1）＊ 16 AGP×1（0）

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

オーディオ機能 AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ（DirectSound3D）対応

内蔵モデム 最大 56kbps（V.90／K56flexTM）＊ 17／最大 33.6kbps（V.34）／最大 14.4kbps（FAX時）

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

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

「バイオでデジタルビデオ編集を始めよう（素材CD-ROM付き）」（PCV-RX75・RX65シリーズのみ）

電源 AC100V±10%／ 50～ 60Hz

消費電力 約 100W（最大約 300W）／スタンバイ時約 3W 約 90W（最大約 300W）／スタンバイ時約 3W 約 85W（最大約 300W）／スタンバイ時約 3W

エネルギー消費効率 R区分 0.00051 R区分 0.00056 R区分 0.00066

本体外形寸法 幅 203mm×高さ 366mm×奥行 371mm（突起物を除く）

質量 約 13.5kg 約 12.5kg

「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。

・緩衝材に段ボールを使用しています。（PCV-RX75・RX65・RX55本体、PCVD-17SD1/S・15XD6/S）

・主要プリント配線板のはんだ付けに無鉛はんだ使用しています。（PCVD-15XD6/S） 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。


