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パーソナルコンテンツステーション™

重要なお知らせ

 安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。
しかし、電気製品はすべて、誤った使いかたをすると、火災
や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事
故を防ぐために次のことを必ずお守りください。
 ˎ 安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。

 ˎ 定期的に点検する
1年に1度は、プラグ部とコンセントの間にほこりがた
まっていないか、故障したまま使用していないか、などを
点検してください。

 ˎ 故障したら使わない
動作がおかしくなったり、本体が破損しているのに気づ
いたら、すぐにお買い上げ店または相談窓口に修理をご
依頼ください。

 ˎ 万一異常が起きたら


 電源を切る
 電源プラグをコンセントから抜く
 お買い上げ店または相談窓口に 
修理を依頼する

変な音・におい
がしたら、煙が
出たら

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしていま
す。

表示の内容をよく理解してから本文をお
読みください。
この表示の注意事項を守らないと、火災・
感電などにより死亡や大けがなど人身事
故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電や
その他の事故によりけがをしたり周辺の
家財に損害を与えたりすることがありま
す。

注意を促す記号 行為を禁止する記号

行為を指示する記号

 

下記の注意事項を守らないと火災・
感電により死亡や大けがの原因
となります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。内部点検や修
理はお買い上げ店または相談窓口にご依頼く
ださい。

内部に水や異物（金属物や燃えやすい物など）
を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となるこ
とがあります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を
切り、ACアダプターをコンセントから抜き、
接続コードを抜いて、お買い上げ店または相
談窓口にご相談ください。

DCコードを傷つけない
DCコードを傷つけると、火災や感電の原因と
なることがあります。
 ˎ DCコードを加工したり、傷つけたりしない。
 ˎ 重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
 ˎ 熱器具に近づけない。加熱しない。
 ˎ DCコードを抜くときは、必ずプラグを持っ
て抜く。

万一、DCコードが傷んだら、お買い上げ店ま
たは相談窓口に交換をご依頼ください。

機器本体や付属品は、幼児の手の届かない場
所におく
内部に手を入れると、挟まれてけがをしたり、
温度の高い部分にさわってやけどをすること
があります。“ メモリースティック デュオ” な
どのメモリーカードを飲み込む恐れがありま
す。幼児の手の届かない場所に置き、お子様が
触らぬようご注意ください。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談し
てください。

付属のAC アダプター以外は使用しない
火災や感電の原因となることがあります。

ワイヤレス機能ご使用上のご注意

警告

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 
以上離して使用する
電波によりペースメーカーの動作に影響を
与えるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用電気機器の近
くではワイヤレス機能を使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となるおそれがあります。

本製品を使用中に他の機器に電波障害など
が発生した場合は、ワイヤレス機能の使用を
中止する
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となるおそれがあります。

航空機内ではワイヤレス機能を使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となるおそれがあります。

必ずお読みください
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は家庭
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信
障害を引き起こすことがあります。ヘルプガイドに従って
正しい取り扱いをしてください。

電波法に基づく認証について
本製品は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備と
して認証を受けています。したがって、本製品を使用する
ときに無線局の免許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることが
あります。
 ˎ 本製品を分解/改造すること。
 ˎ 本製品に貼られている証明ラベルをはがすこと。
また、法令により5 GHz帯無線装置を屋外で使用すること
は禁止されています。

周波数について
本製品は2.4GHz帯も使用します。この周波数帯では電子
レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、
工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別
用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマ
チュア無線局（免許を要する無線局）等（以下「他の無線局」
と略す）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用され
ていないことを確認してください。

2. 万一、本製品と「他の無線局」に対して有害な電波干渉の
事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変える
か、電波の発射を停止してください。

3. その他、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波
干渉の実例が発生した場合など何かお困りのことが起
きたときは、相談窓口へお問い合わせください。相談窓
口については、本書の裏面をご覧ください。

この無線機器は2.4GHz帯を使用しま
す。変調方式としてDSSS/OFDM 変
調方式を採用し、与干渉距離は40mで
す。

W53［CH52-64］またはW56［CH100-140］を選択した場
合は、法令により以下の制限事項があります。
 ˎ 通信中にレーダー波を検出した場合は自動的にチャンネ
ルを変更しますので、通信が中断されることがあります。

無線LAN機能の使用地域について
本機の無線LAN機能は、日本国内のみで使用できます。

無線LAN機能使用時のセキュリティーに関するご注意
無線LAN機能ではセキュリティーの設定をすることが非
常に重要です。セキュリティー対策を施さず、あるいは
無線LAN機能の使用上やむを得ない事情により、セキュリ
ティーの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれに
よって生じたあらゆる障害に対する責任を負いかねます。

著作権について
お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、
著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権法そ
の他の法令に従ってご使用ください。録画・録音されたも
のの使用について、当社は一切責任を負いません。なお、実
演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目
的があっても、録画・録音等が禁止されている場合があり
ますのでご注意ください。

記録内容の補償について
万一、本製品の不具合により、記録ができなかった場合、お
よび記録内容が破損または消去された場合、記録内容の補
償についてはご容赦ください。

バックアップについて
万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備のデータコピーを
おとりください。

ご使用上の注意
設置上のご注意
 ˎ 水平な場所に置いてください。
 ˎ ぶつけたり、落としたりしないでください。
 ˎ 次のような場所には置かないでください。

 ˋ不安定なところ
 ˋほこりの多いところ
 ˋ極端に寒いところや暑いところ
 ˋ振動や大きな音のするところ
 ˋ湿気の多いところ
 ˋ直射日光の当たるところ
 ˋ気圧の低いところ(海抜3000m以上、または0.5気圧以
下)
 ˋ強力な磁気のあるところや放射線のあるところ
 ˋ風通しが悪いところ
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下記の注意事項を守らないとけがをし
たり周辺の家財に損害を与えたり
することがあります。

ぬれた手で電源プラグをさわらない
ぬれた手で電源プラグを抜き差したり、使用
しないでください。感電の原因になること
があります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射
日光のあたる場所では使わない
火災や感電の原因となります。とくに風呂
場では絶対に使用しないでください。

不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置す
ると、落ちたり倒れたりしてけがの原因とな
ることがあります。

コード類は正しく配置する
DC コードや接続ケーブルは、足に引っかけ
ると本機の落下などによりけがの原因とな
ることがあります。充分注意して接続、配置
してください。

通電中の本機やAC アダプターに長時間触れ
ない
長時間皮膚が触れたままになっていると、低
温やけどの原因となることがあります。

移動させるとき、長時間使用しないときは電
源プラグを抜く
長時間使用しないときは、安全のため電源プ
ラグをコンセントから抜いてください。差
し込んだままにしていると火災の原因とな
ることがあります。

本機やAC アダプターを布や布団などでお
おった状態で使用しない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原
因となることがあります。

本体内部の部品をさわらない
機構部品により、けがの原因となることがあ
ります。
また、高温になった部品にさわると、火傷の
原因となることがあります。
ケースが破損しても本体内部の部品には触
れないでください。
高電圧部品により感電することがあります。

本体の上に乗らない、重いものを載せない、
ぶら下がらない
落ちたり、壊れたりして、けがの原因となる
ことがあります。

お手入れの際は、電源プラグを抜く
電源プラグを差し込んだままお手入れをす
ると、感電の原因となることがあります。

コネクターはきちんと接続する
 ˎ コネクターの内部に金属片を入れないで
ください。ピンとピンがショート（短絡）
して、火災や故障の原因となることがあり
ます。

 ˎ コネクターはまっすぐに差し込んで接続
してください。斜めに差し込むと、ピンと
ピンがショートして、火災や故障の原因と
なることがあります。

DCコードや接続ケーブルをAC アダプター
に巻き付けない
断線や故障の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触
れない
本機や電源プラグなどに触れると感電の原
因となります。

デバイスの取り付け、または取りはずすとき
は本体を持つ
メモリーカード、コネクターなどを本機に取
り付けたり、取りはずすときは、本体に手を
添えて行ってください。
本機が落ちると、けがの原因となることがあ
ります。

 ˎ 本製品を置く机などの材質が金属の場合、通信に失敗す
るなど、本製品が正常に動作しないことがあります。

 ˎ 本製品のFAN（吸気口）をふさがないでください。本製品
が故障することがあります。

 ˎ 水の入った物や花瓶などを本機の上に載せないでくださ
い。故障の原因になります。

 ˎ HDMIケーブル（別売）はソニー製を推奨します。
 ˎ 本機を使用する前には、必ず接続する機器の定格電圧、定
格電流を確認のうえご使用ください。

 ˎ USBハブには対応しておりません。
 ˎ USB延長ケーブルをご使用の場合の動作保証はいたしか
ねます。

ACアダプターについて
ACアダプターはお手近なコンセントをご使用ください。
本機をご使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセント
からプラグを抜き、電源を遮断してください。

電源コードについて
付属の電源コードは、本機専用です。他の電気機器では使
用できません。

トラベルコンバーターについてのご注意
本機を海外旅行者用の電子式変圧器（トラベルコンバー
ター）に接続しないでください。発熱や故障の原因になり
ます。

結露について
結露とは、寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだとき
などに、本機の内部に水滴がつくことです。
この状態で本機を使用すると、正常に動かず、故障の原因と
なります。結露の可能性のあるときは、電源を切り、しばら
くそのまま放置しておいてください。

引越しなどで輸送する場合は
輸送する場合は、メモリーカード、ACアダプター、ケーブ
ル類を本体から取りはずし、本機が梱包されていた梱包材
および梱包箱に入れてください。これらがない場合は、輸
送中の衝撃に耐えうるように梱包してください。

お手入れ
本機の汚れがひどいときは、水または水で薄めた中性洗剤
溶液で湿らせた布をかたくしぼってから、汚れをふきとっ
てください。シンナーやベンジン、アルコールなどは、表面
の仕上げをいためることがありますので、使用しないでく
ださい。

操作上のご注意
データの書き込み/読み出し/削除中は、本機の電源ケーブ
ルを取りはずさないでください。データが破損する原因と
なります。

メモリーカードについてのご注意
 ˎ 正しい挿入方向をお確かめのうえご使用ください。間
違ったご使用は機器の破損の原因となります。

 ˎ データの読み込み中、アクセス中に、メモリーカードを抜
かないでください。または電源を切らないでください。
データが消えたり壊れたりすることがあります。

 ˎ 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおす
すめします。

 ˎ 端子部には手や金属で触れないでください。
 ˎ 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでくだ
さい。

 ˎ 分解したり、改造したりしないでください。
 ˎ 水にぬらさないでください。
 ˎ 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。

 ˋ使用条件範囲以外の場所（炎天下や夏場の窓を閉め
切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具の近くな
ど）
 ˋ湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
 ˋ静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所

“メモリースティック デュオ”
 ˎ 使用可能な“メモリースティック デュオ”についての最
新情報は、ホームページ上の「“メモリースティック”対応
表」をご確認ください。

 ˎ 本機はFAT32に対応しています。ただし、すべての“メモ
リースティック デュオ”メディアの動作を保証するもの
ではありません。

 ˎ 著作権保護技術（“マジックゲート”）が必要なデータの
読み込み、記録はできません。“マジックゲート”とは、ソ
ニーが開発した、暗号化技術を使って著作権を保護する
技術の総称です。

 ˎ“メモリースティック デュオ”を初期化するときは、ご使
用になっているデジタルカメラで初期化してください。
コンピューターで初期化した場合、画像が表示されない
ことがあります。

 ˎ 初期化を実行するとプロテクトをかけてある画像ファイ
ルもすべて削除されます。誤って大切なデータを削除す
ることがないように、ご注意ください。

SDメモリーカード
 ˎ 市販のカードアダプターによっては、裏面中央部に端子
が出ているものがあります。本機では、このようなタイ
プのアダプターは正しく動作しない場合があります。

 ˎ 著作権保護技術が必要なデータの読み込み、記録はでき
ません。

 ˎ メモリーカードを挿入するとき、無理な力を加えると、メ
モリーカードまたは本機を破損するおそれがあります。

 ˎ コンピューターで加工した画像は、再生できないことが
あります。

 ˎ 持ち運びや保管の際は、専用の収納ケースに入れてくだ
さい。



主な仕様
 ˎ ストレージ： 1TB HDD

実際に使用いただける容量（ユーザー領域）はシステム領域があるため表示されているもの
より少なくなります。
1GB＝10億バイトで計算しています。

 ˎ ワイヤレス LAN： IEEE802.11 a/b/g/n
 ˎ 周波数： 
（チャンネル）

2.4 - 2.4835 GHz（CH 1-13）
W52 5.15 - 5.25 GHz（CH 36-48）
W53 5.25 - 5.35 GHz（CH 52-64）
W56 5.47 - 5.725 GHz（CH 100-140）

 ˎ 入出力端子
USB： Hi-Speed USB（USB 2.0）／USB給電対応（最大2.1A）×1
HDMI出力： 1080/60pまで対応×1
メモリーカード 
スロット：

“メモリースティック デュオ”／SDメモリーカード
共用 スロット×1（同時使用不可）

 ˎ 対応メモリーカード：
メモリースティック “メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”、 

“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック XC-HG デュオ”
SDカード SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード

 ˎ NFC： ワンタッチ機能
 ˎ DLNA： DMS
 ˎ 再生可能フォーマット*
フォト： JPEG、MPO、RAW
ビデオ： AVCHD、MP4、MPEG2 SD、MOV、3GPP(3GPP2）、AVI、MPEG1

 ˎ ビデオコンバージョン 
フォーマット*：

MP4

 ˎ 電源： AC-DCアダプター
入力： AC 100V-240V、50Hz/60Hz
出力： DC 12V/2.5A（最大）

 ˎ 消費電力： 約8W（再生時）
 ˎ 外形寸法： 約172mm×32mm×172mm（幅/高さ/奥行き）
 ˎ 本体質量： 約 500g（本体のみ）

* 対応フォーマットの詳細および動作確認機器はhttp://rd1.sony.net/help/pcs/201/jp/ をご確認ください。

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

同梱品
 ˎ 本機（LLS-201）（1）
 ˎ AC アダプター（1）
 ˎ 電源コード（1）
 ˎ クイックスタートガイド（1）

 ˎ 重要なお知らせ（本書）（1） 
保証書が付属されています。

 ˎ ソフトウェア使用許諾契約書（1）
 ˎ 本機の使用上の注意事項（1）

ヘルプガイドについて
Webにアップされています。閲覧方法は「クイックスタートガイド（別紙）」をご覧ください。

商標について
 ˎ パーソナルコンテンツステーション、“Memory Stick”、“メモリースティック”、 、“メモリースティック デュオ”、“メ
モリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック XC-HG デュオ”は、ソ
ニー株式会社の商標または登録商標です。

 ˎ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国よび
その他の国における登録商標です。

 ˎ DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.
 ˎ ドルビーラボラトリーズ社からの実施権に基づき、製造されています。Dolby、ドルビー、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。

 ˎ SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

その他本書で使用されている製品名、商品名、サービス名等は各社、各団体の商標または登録商標です。
なお、本文中では™、Ⓡマークは明記していません。

保証書とアフターサービス
保証書
 ˎ この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
 ˎ 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
 ˎ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
ヘルプガイド内の「困ったときは」の項を参考にして故障かどうかをお調べください。ヘルプガイドのアクセス方法はクイッ
クスタートガイド（別紙）をご覧ください。

それでも具合が悪いときは
相談窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
 ˎ 品名：LLS-201
 ˎ 故障の状態：できるだけ詳しく
 ˎ お買い上げ日

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理（交換）させていただきます。
部品の保有期間について
当社ではパーソナルコンテンツステーションの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り
後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承
ください。


