
ノートブックコンピューター［バイオノートSR］

PCG-SRX7F/P

●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。

気軽に持ち出せるコンパクトさ。

ワイヤレスLANで、快適にネットワーク接続。

スマートにモバイルする。

「バイオノートSR」。

●オープン価格商品の価格は販売店までお問い合わせください。

●写真のサイバーショットDSC-P9、メモリースティックMSA-128Aは別売です。

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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＊1 バッテリー駆動時間はバッテリーパック（L）（本体付属）／バッテリーパック（LLL）PCGA-BP4S（別売）、いずれも省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定
状況などにより、上記記載の時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック（L）とバッリーパック（LLL）の併用はできません。
＊2 1台のバイオでBleutooth機能と2.4GHzワイヤレスLANの同時使用は推奨いたしません。

ノートブックコンピューター

PCG-SRX7F/P オープン価格



サイバーショットで撮った画像を取り込める、
メモリースティックスロット。

メモリースティックを直接

差し込める、専用スロッ

トを装備。サイバーショッ

トやデジタルハンディカ

ムなどで撮影した画像を

取り込めます。

外部ディスプレイを利用して
スマートにプレゼンテーション。

別売のディスプレイアダプターを使用

すれば、プロジェクターなどの外部ディ

スプレイを接続できます。大画面を使っ

たプレゼンテーションなどに便利です。

さまざまな関連製品とつながる
USBコネクターを装備。

別売のUSBマウスPCGA-

UMS1/Aや、USBテンキー

ボードPCGA-UTK1など、

さまざまな関連製品とダ

イレクトにつながるUSB

コネクターを、本体の右側

面に装備しました。

高画質のまま映像を取り込んで、
デジタルビデオ編集ができる「DVgate」。

i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから、

必要な映像だけをバイオに取り込み、カットしたり、

つなぎ合わせたりして高精度なデジタルビデオ編集

ができます。画質の劣化のない、精度の高い映像づ

くりを実現します。

さまざまな形式の静止画・動画を
一括管理できる「PictureGear」。

フォルダー内の画像を一覧表示し、見たい画像を

12.5％～800％の高速ズームで表示可能。画像をテー

マごとに分類できるコレクション機能や、撮影日やフォ

ーマットなどの条件から探せる画像検索機能で、大量

の画像データを快適に整理できます。

スリム＆軽量ボディとスタミナで、軽快に持ち出せる。
コンパクトで軽いボディ。ゆとりをもって使えるスタミナ。バイオノートSRは、外出先でもスマートに使いこなせる、機動性と操作性を実現しました。

ワイヤレスLANをはじめとした、ネットワーク機能も充実。情報収集から編集、プレゼンテーションまで、いつもそばに置いて、快適に使いこなせます。

軽快に持ち出せる、スリム＆軽量ボディ。

スマートに持ち歩けるコンパクトさを追求。約259×

27.8＊×194mmのスリムなボディ、付属バッテリー（L）

を装着した状態でも約1.26kgの軽量化を実現。バッ

グに入れて、軽快に外へ持ち出せます。
＊最薄部。最厚部は32.0mm。

外出先でも、ゆとりのスタミナ。

ACアダプターの使用できない環境でも、存分に使

いこなすために、付属バッテリー（L）で最大約5.5時間、

別売バッテリー（LLL）

を使えば最大約11.5時

間ものスタミナを実現

しました。外出先など

でも、長時間ゆとりを

持って使用できます。

軽くて丈夫な、マグネシウム合金ボディ。

外出先での使用を考慮し、本体の2面＊に、マグネシ

ウム合金を採用。光沢のある質感に加え、軽量化と

高いボディ剛性を実現しました。

＊液晶部外側、本体底面。

快適に持ち歩ける、スタイルと性能。 さまざまなシーンでの用途を広げる拡張性。

Windows® XP Professional搭載。

Windows® 2000の力強さを引き継いだWindows®エ

ンジンに、リモートアクセスや高度なセキュリティ、

管理機能を備えたOS、Windows® XP Professional

を搭載。Windows® XP Home Editionのすべての機

能を含み、安定した高性能を発揮するとともに、

LANなどのネットワーク環境への高い順応性を実

現します。

充実の性能。

プロセッサーは、低電圧版 モバイルインテル®Pentium®

III プロセッサー850MHz-Mを搭載。電源環境に合わ

せて処理能力を切り換え、バッテリー使用時の長時

間駆動を実現します。メモリーには高速SDRAMを

採用し、128MBを標準搭載。最大384MBまで増設可

能です。さらに、約30GBのハードディスクを搭載し、

大量のデータ保存やアプリケーションの追加にも、

余裕を持って対応できます。

使いやすさにこだわった
インテリジェント・タッチパッドと
バックボタン付きセンタージョグ。

好みに応じてカスタマイズして操作ができる、イン

テリジェント・タッチパッドを搭載。また、回す・

押すでさまざ

まな機能を快

適に操作でき

る、バックボ

タン付きセン

タージョグを

搭載しました。

無線でネットワークに接続できる、
2.4GHzワイヤレスLAN搭載。

IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANを搭載。最大約

11Mbpsの高速通信ができ、ADSLやケーブルテレビ回

線などのブロードバンド環境への接続が可能。コード

を気にせずLAN接続やメール、インターネットを快適

に行えます。ワイヤレスON/OFF切換スイッチで、す

ぐに通信可能。緊急に切断したい時にも便利です。
※WECA（Wireless Ethernet Compatibility Alliance）で規定された「Wi-Fi（ワ
イファイ）」仕様に適合することが確認されています。※別売のワイヤレスLAN
アクセスポイントPCWA-A220またはPCWA-A200が必要です。※1台のバイ
オでBluetooth機能と2.4GHzワイヤレスLANの同時使用は推奨いたしません。

LANに直接接続できるネットワークコネクター。

ネットワークコネクター（100BASE-

TX/10BASE-T）を装備。LAN接続

のほか、ブロードバンド回線への接続

が手軽に行えます。

Bluetooth機能搭載の携帯電話と
ワイヤレスでつながるBluetooth機能搭載。

Bluetooth機能搭載携帯電話またはPHSを使えば、無線

でインターネットに接続が可能です。

高速でデータ通信できるi.LINK端子。

デジタルハンディカムなどと接続できます。i.LINK端子

の横にはバイオ関連製品専用DC OUT

（電源供給）コネクターを装備。別売の

i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ

などに本体から電源供給が行えます。

動画や静止画を活用できるソフトウェア。

無線LANを構築できる
ワイヤレスLANアクセスポイント。

ワイヤレスLAN
アクセスポイント
（ブリッジタイプ）

PCWA-A220
オープン価格

外部ディスプレイの
接続に使用。

ディスプレイアダプター
PCGA-DA1S オープン価格
ACアダプター
PCGA-AC16V3 オープン価格
リチャージャブルバッテリーパック（L）
PCGA-BP2S/HI オープン価格
リチャージャブルバッテリーパック（LLL）
PCGA-BP4S オープン価格

128MB増設メモリーモジュール
PCGA-MM128T オープン価格
256MB増設メモリーモジュール
PCGA-MM256T オープン価格
USBフロッピーディスクドライブ
PCGA-UFD5 オープン価格
USBマウス
PCGA-UMS1/A オープン価格

ディスプレイアダプター

PCGA-DA1S
オープン価格

有効400万画素。
コンパクトなスティックスタイル。

サイバーショット

DSC-P9
オープン価格

●最大約24倍速（CD-
R）の高速書き込みが可
能。●バッファーアン
ダーランエラー防止機
能付き。●スペースを
有効に使える縦置きス
タンドを付属。

●キーピッチ：19mm、
キーストローク：2.8mm
●別売 U S B マ ウス
PCGA-UMS1/Aを接続
できるUSB端子を装備。
●アルミニウム素材の
キートップを採用。

内蔵ステレオスピーカー

インテリ
ジェント・
タッチパッド

メモリースティックランプ／
バッテリーランプ／パワーランプ

バイオ関連製品専用
DC OUT（電源供給）

コネクター

モジュラージャック
（モデム端子）

i.LINK（IEEE1394）端子
S400対応（4ピン）

Bluetoothランプ／
ワイヤレスLANランプ
バックボタン付きセンタージョグ

ネットワークコネクター

CardBus対応
PCカードスロット（TYPE Ⅱ×1）
ワイヤレスON/OFF切換スイッチ
ディスプレイアダプター
（PCGA-DA1S）用コネクター

マジックゲート対応
メモリースティックスロット モノラルマイク入力

USBコネクター
ステレオヘッドホン出力

DC IN（電源入力端子）
排気口

マジックゲート対応
メモリースティック

スロット

背面
（ディスプレイを
開けた状態）

上面
（ディスプレイ
を開けた状態）

左側面

右側面

バイオノート SR

バイオ専用関連製品のご紹介

情報を収集する。

コンパクトなボディとスタミナで、室内はもちろん、外出先にも持ち出せます。
さらに、ワイヤレスLANでインターネットからの情報収集も快適に行えます。

映 像を利用する。

サイバーショットやデジタルハンディカムの映像を取り込んで、
動画や静止画を使ったレポートなどが、手軽な操作で作成できます。

プ レゼンテーションをする。

コンパクトなボディで、ミーティングルームなどでも場所をとらず、
プロジェクターに接続すれば、スマートにプレゼンテーションできます。

w w w . v a i o . s o n y . c o . j p / b i z

Microsoft®Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell ●写真のワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A200、デジタルハンディカムDCR-TRV27、ディスプレイアダプターPCGA-DA1S、サイバーショットDSC-P9、メモリースティックMSA-128Aは別売です。●画面はハメコミ合成です。●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

バイオノートSRから電源供給できる
i.LINK接続のCD-RW/DVD-ROMドライブ。

快適なキータッチを実現する
ステンレスメカキー採用のテンキーボード。

キャリングケース

PCGA-CK5S オープン価格

バイオノートSRをキズや
ホコリからガードする
スタイリッシュなケース。

USBテンキーボード

PCGA-UTK1 オープン価格

i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ

PCGA-CRWD2 オープン価格

※リチャージャブルバッテリーパック（LLL）
PCGA-BP4S装着時はご使用になれません。



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

本製品は、グリーン購入法における判断基準（必須項目：エネルギー消費効率）を満たしています。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

販売店

2002.6
カタログ記載内容 2002年6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

http://www.vaio.sony.co.jp/biz「ビジネスパーソナル向けバイオ」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。

＊FAX/電子メールなどのお問い合わせは承っておりません。

VAIOビジネスダイヤル

0466-31-5123
●受付時間：月～金10：00～18：00
●土・日・祝日・年末年始 休

VAIOホームページ

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

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

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

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見え
る場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくためのご注意●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●バッ
テリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない
でください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●本製品は国内専用モデル
です。商品使用上のご注意●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利
者に無断で使用できません。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エアの中には、本機でご使用になれないものも
あります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。
カタログ上のご注意●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商
品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログ
と実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切
れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●ハードディスク容量は1MBを100万バイ
ト、1GBを10億バイトで計算しています。●i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、 はi.LINKに準

拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、 は商標です。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●「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、Celeronは、Intel Corporation
の商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国
における登録商標です。●K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。●その他本カ
タログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中
では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご
購入されましたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入から１年間有効な製品保証書をお送り
しますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。なお、VAIOカスタマー登録されない場合の製品保証
は３ヵ月間です。●当社は、パーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。

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。

ビジネスパーソナル向けモデル専用有償サービス「セーフティー・パスポート」

●メーカー保証を延長する「延長修理サービス」。
メーカー保証（期間1年）＊終了後も同等の保証を2年間または3年
間延長いたします。保証期間中は修理のご依頼回数を問わず無
料修理を承ります。

●偶発的な事故にも対応する「拡張修理サービス」。
メーカー保証での保証内容に加え、破損／水濡れ／火災／落
雷／水害といった偶発的な事故での損傷による修理にも対応い
たします。メーカー保証（期間1年）を含んで3年間または4年間
無料修理を承ります。

※本サービスは法人とのご契約になります。個人のご契約はできませ
んのでご注意ください。詳しい内容については、販売店、またはビジネ
スダイヤルまでお問い合わせください。

◎VAIOビジネスダイヤル：0466-31-5123

◎受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

◎主な仕様 ◎付属ソフトウェア一覧

＊1 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません。＊2 グラフィックアクセラレーター
のディザリング機能により実現。＊3 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。＊4 720KBの読み書きは可能ですが、
フォーマットはできません。＊5 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブ全体容量は
約27.9GBになります。＊6 ハードディスクはNTFSでフォーマットしています。各アプリケーションソフトの動作確認はNTFSで行ってい
ます。＊7 ソニー製／パイオニア製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。ご使用のディスク・設
定・環境によっては、再生できない場合があります。ビデオレコーディング（VR）フォーマット、およびマルチボーダー記録されたDVD-
R/RWディスクの読み出しには対応していません。＊8 High Speed CD-RWディスクへの書き込みに対応していますが、書き込み速度は最
大4倍速となります。＊9 USB2.0ハイスピードモードでの動作には対応しておりません。＊10 通信速度、通信距離は周囲の電波環境、障害
物、設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なります。また、電波環境により通信が切断される場合があります。
＊11 1台のバイオでBluetoothとワイヤレスLANを近距離で使用すると、通信速度などに影響を及ぼす場合があります。＊12 IEEE802.11b
準拠の最大通信速度。通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。＊13 通信間の
障害物や電波状況、壁の素材など周囲の環境、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。＊14 一般回線のみに対応しています。交
換機（PBXやホームテレホンなど）を経由する回線には対応していません。＊15 省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）
による標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方法により測定した消費電力を複合理論性能で除した
ものです。＊16 省電力モード時。駆動時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。＊17 JEITAバッテリー動作時
間測定法（Ver.1.0）にもとづく駆動時間は、約4.5時間（バッテリーパック（L））・約9時間（バッテリーパック（LLL））です。詳細については、
VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページで順次ご案内します。＊18 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。

プロセッサー 低電圧版 モバイル インテル® Pentium® III プロセッサー 850MHz-M 
（拡張版インテル® SpeedStepTMテクノロジー搭載） 

キャッシュメモリー 1次キャッシュ  32KB／2次キャッシュ  512KB（CPU内蔵） 
システムバス 100MHz
チップセット Intel® 815EMチップセット 
メインメモリー  標準/最大 128MB（128MBオンボード）/最大384MB（SDRAM） 
拡張メモリースロット（空き） マイクロDIMMスロット（PC100）×1（1） 
グラフィックアクセラレーター Intel® 815EMチップセットに内蔵（3Dアクセラレーション対応） 
ビデオメモリー 最大11MB＊1（メインメモリーと共有） 
液晶表示装置 10.4型 XGA（1024×768ドット）対応 TFTカラー液晶 
表示モード 最大約1677万色＊2（1024×768、800×600） 
外部ディスプレイ出力＊3 最大約1677万色（1280×1024、1024×768、800×600） 
フロッピーディスクドライブ 別売 PCGA-UFD5 USB経由外付け、3.5型（1.44MB/720KB＊4） 
ハードディスクドライブ 約30GB（Ultra ATA/100）（C:約15GB/D:約15GB（出荷時））＊5＊6

ドライブ 別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD2 
読み出し＊7：最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大8倍速（DVD-ROM） 
書き込み＊8：最大24倍速（CD-R）、最大10倍速（CD-RW） 

外部接続端子 ●USB＊9×1 ●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 
●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1 
●ステレオヘッドホン出力（ステレオミニジャック）×1 ●マイク入力（モノラルミニジャック）×1  
●モデム用モジュラージャック×1 ●ディスプレイアダプター（別売PCGA-DA1S）専用端子×1 
●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）コネクター×1

メモリースティックスロット マジックゲート対応メモリースティックスロット 
ワイヤレス通信機能 本体にBluetooth機能搭載＊10＊11 

（最大通信速度：723kbps／通信距離：見通し距離 最長100m～10m）（Bluetooth1.1準拠） 
本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載＊11 
（最大通信速度＊12：約11Mbps／通信距離：見通し距離 最長100m＊13／使用周波数帯：2.4GHz帯（2.400GHz 
  ～2.474GHz）／無線チャンネル：1～11から選択）（IEEE802.11／802.11b準拠、Wi-Fi適合） 

PCカードスロット TypeⅡ×1、CardBus対応 
オーディオ機能 AC97準拠、MEGA BASS（高低音強調）機能、内蔵ステレオスピーカー 
内蔵モデム 最大56kbps＊14（V.90/K56flexTM 自動対応）／最大14.4kbps（FAX時） 
キーボード／ポインティングデバイス 約17mmピッチ／キーストローク約2mm／87キー、インテリジェントタッチパッド、バックボタン付きセンタージョグ 
主な付属品 ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック（L）、テレホンコード（モジュラーケーブル）、リカバリーCD
電源 ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 
消費電力 約35W（バッテリー充電含まず） 

本体外部寸法（最大突起部含まず） 約 幅259.0mm×高さ27.8～32.0mm×奥行194.0mm
質量 約1.26kg（バッテリーパック（L）搭載時） 

省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊15 S区分 0.0016
バッテリー駆動時間＊16＊17 バッテリーパック（L）：約3.5～5.5時間／バッテリーパック（LLL）：約8～11.5時間 
バッテリー充電時間 

（ON時＊18／OFF時） 
電源ON時／OFF時とも、 
バッテリーパック（L）：約3時間（約85％）、約6時間（約100％）／ 
バッテリーパック（LLL）：約6時間（約85％）、約9時間（約100％） 

温湿度条件 動作時5～35℃（温度勾配10℃/時以下）、20～80%（ただし結露しないこと、および35℃ 
における湿度は65%以下）、保存時-20℃～+60℃（温度勾配10℃/時以下）10～90%

OS Microsoft® Windows® XP Professional＊1

クリエーション DVgate Ver.2.5（MPEG2変換対応） DV動画/静止画入出力/簡易編集 
MovieShaker Ver.3.3（MPEG2変換対応） 動画編集・加工 
PictureGear Ver.5.1画像ファイルマネジメント 
PictureToy Ver.1.1静止画作成・加工（ペイント） 
DigitalPrint Ver.1.1アルバム/ラベル作成・プリント 
Drag'n Drop CD Ver.2.0＊2CD-R/RWライティングソフトウェア 

オーディオ&ビジュアル SonicStage Ver.1.2 for VAIOOpenMG対応 音楽ファイル管理/再生ソフト 
Windows Media Player 8AV再生ソフト 
WinDVD 3.2＊3DVD再生ソフト 
QuickTime 5ムービープレーヤー 
RealPlayer 8 Basicストリームプレーヤー 
PicoPlayer Ver.5.0（MPEG1・2再生可能）＊4Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー 
VAIO メディア・ランチャー 音楽・動画・静止画ポータル 

コミュニケーション 
ホームネットワーク 

URecSight Ver.2.2インターネット放送 
Smart Capture Ver.4.3ビジュアルコミュニケーション 
VisualShare Ver.2.1コミュニケーション 
Q-zé Talk（キュゼ・トーク）Ver.1.2オンラインビジュアルコミュニケーション 
Microsoft Outlook Express 6電子メール 
Microsoft Internet Explorer 6インターネットブラウザー 
So-net簡単スターター、OCNスタートパック for Windows Ver.3.1 
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 
ぷらら入会／接続ソフト（P'z Dialer）、@niftyでインターネット 
AOL 7.0 for Windows、DIONオンラインサインアッププログラム 
インターネットするならBIGLOBE Ver.1.50

サービスプロバイダー 

リファレンスツール Navin' You Ver.5.5デジタルマップナビゲーター 
MapCutter Ver.2.0クリエ用地図切り出しツール 
Navin' You専用マップ2 サンプル版（東京23区・名古屋市・大阪市） サンプル地図データ 
Navin' You専用グルメ＆ドライブスポット327 by Walkerplus.comユーザーズポイントサンプルデータ 
乗換案内　時刻表対応版 電車交通案内 
Adobe® Acrobat® Reader 5.0JPDFビューワー 

ユーティリティー VisualFlow Ver.2.1メディアブラウザー 
Jog Dial Navigatorジョクダイヤルツール 
PowerPanel電源管理 

Sony Notebook Setup
BlueSpace Ver. 2.1各種ユーティリティー 

Norton AntiVirus 2002ウィルスチェッカー 
カスタマーサポート CyberSupport Ver.3.5 for VAIO（「できるWindows XP for VAIO」収録） VAIOマニュアル 
その他 VAIO壁紙 VAIOオリジナル壁紙 

VAIOオンラインカスタマー登録 オンラインカスタマー登録 
UI Design SelectorVAIOオリジナルGUIセットアップ 
Grami Best Selection/Grami Stick情報配信 

＊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 パケットライト形式での記録機能は備えていません。＊3 市販パッケージ版の製
品とは一部機能が異なります。＊4 Giga Pocket Ver.4.0以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体では使用できません。

●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。●「MovieShaker Ver.3.3」
は、マクロメディア社のMacromedia Flash Playerソフトウェア技術を採用しています。Copyright©1995-2002 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。●MUSIC NAVI、及びMUSIC NAVIロゴは、株式会社サイバーウィングの商標もしくは登録商標です。
●Adobe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Copyright © 2001 DigiOn, Inc. and Easy Systems Japan
Ltd.All rights reserved. Drag'n Drop CDはEasy Systems Japan とDigiOn,Inc.の商標です。●Copyright InterVideo,Inc. 2001 All Rights Reserved.●QuickTime
and QuickTime Player are trademarks of Apple Computer, Inc.,  registered in the U.S.and other countries.●「RealPlayer」は、米国また諸各国において、米国
RealNetworks,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●So-net、ソネットおよびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。●OCNはNTTコミュニ
ケーションズ株式会社の商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の商標です。●「ぷらら」は株式会社ぷららネットワークスの登録商標です。●@niftyはニフティ株式
会社の商標です。●2002 AMERICA ONLINE.INC.All Rights Reserved.●DIONは、KDDI株式会社の登録商標です。●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。
●PowerPanelは米国フェニックス テクノロジーズ社の商標です。●Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。2002
Symantec Corporation,All Rights Reserved.●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。●「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。●All rights Reserved. Copyright © CyberGene.com Corporation. Contains IP3 Technology licensed from Visionarts,Inc. Portions of this software are
based in part on the work of the Independent JPEG Group. Grami Best Selection Released Version v1.01Copyright © 2001-2002 CyberGene.com Corporation.
This product contains a software product of Visionarts,Inc. "Net Icon Driver"（Copyright © 2001-2002 Visionarts,Inc All rights reserved.）. This product contains IP3
Technology licensed by Visionarts,Inc. Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group. ●その他本カタログに記載されてい
るシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記しておりません。

＊VAIOカスタマー登録をされない場合は３ヵ月間。


