
〈コクーン〉ホームシアターシステム
NAV-E900/E600

● 写真はBS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビKDE-P42HX1、別売壁寄せスタンドSU-PC1、〈コクーン〉ホームシアターシステムNAV-E900との組み合わせの一例です。

●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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ホームシアターは、ハードディスクとネットワークを手に入れ、

新しいエンターテインメント空間へ。



● 写真はBS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビKDE-P42HX1、別売壁寄せスタンドSU-PC1、〈コクーン〉ホームシアターシステムNAV-E900との組み合わせの一例です。※画面はハメコミ合成です。2 3

ホームシアターがハードディスクを手に入れ、

テレビ録画やCD録音、静止画の閲覧を実現しました。

これからは、テレビも音楽も、写真もハードディスクへコレクションして、

高音質・高画質のシアター空間で自在に楽しめます。

さらに、ネットワークにつながることで、インターネットの楽しみも可能。

さまざまなAVコンテンツが集まり、思いのままに楽しめる空間へと

いつものリビングが大きく変わります。

ハードディスクへのテレビ録画や音楽録音、フォトアルバム機能などは、

本機をご購入後、30日分無料で使って、気に入った機能だけを

4種類のパックから購入できる、「オープン キー スタイル」を採用しました。

〈コクーン〉ホームシアターシステムを、好みに合わせてカスタマイズできます。

詳しくは、9ページをご覧ください。

「オープン キー スタイル」の対象になる
機能には、次のマークがついています。

実際に使ってみて、気に入った機能を選んで購入できる、
「Open Key Style（オープン キー スタイル）」

［共通仕様］◎ハードディスク容量：80GB（ビデオ60GB、その他20GB）◎Net MD機器対応（ソニー製のみ） ◎CATV対応
地上波TVチューナー ◎FM/AMチューナー ◎S-masterフルデジタルアンプ ◎メモリースティックスロット ◎ネットワークコネク
ター（100BASE-TX/10BASE-T）◎USB端子 ◎コンポーネント映像出力（D1/D2切り換え式）◎蓄光キータイプリモコン

〈コクーン〉は、上質なネットワークで暮らしを包み込む、ソニーの新しい製品群。繭（まゆ）が進化するよ
うに、製品そのものが成長し、あなたのライフスタイルを変えていきます。そして、ブロードバンドを通じ
て、つながり、広がり、さまざまな楽しみがここから生まれます。

最新情報は、〈コクーン〉ホームページでチェック。
www.sony.co.jp/cocoon
〈コクーン〉シリーズの製品情報はもちろん、サービスやFAQ（よくあるご質問と回答）、〈コクーン〉
のあるライフスタイル提案など、充実のコンテンツをお届けしています。あなたの知りたい〈コク
ーン〉をホームページでチェックしてください。

お問い合わせは、〈コクーン〉デスクにお電話を。
ナビダイヤル　 0570-00-5900（コクーン）
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。）

〈コクーン〉のお取り扱い方法や、お買い物のご相談、その他のお問い合わせをお受けしています。
お気軽にお電話ください。
●携帯電話・PHSでのご利用は0466-31-5234
●受付時間 月～金 10:00～20:00  土・日・祝日10:00～17:00
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テレビ録画
テレビ番組をハードディスクへ録画して、自在に再生。

INDEX

P4

音 楽
お手持ちのCDを録音して、ジュークボックスのように再生。

P6

静止画
撮りためた写真を一括管理。スライドショーも楽しめる。

P8

DVD&インターネット
5.1chでDVDを再生。メールやWEBサイト閲覧も可能。

P10

ビデオパック�
Open Key Style

ビデオパック�
Open Key Style

 オーディオパック�
Open Key Style

フォトパック�
Open Key Style

フルパック�
Open Key Style

フルパック�
Open Key Style

 オーディオパック�
Open Key Style

フルパック�
Open Key Style

フォトパック�
Open Key Style

フルパック�
Open Key Style

〈コクーン〉ホームシアターシステム

NAV-E900 希望小売価格115,000円（税別）

〈コクーン〉ホームシアターシステム

NAV-E600 希望小売価格84,000円（税別）

総合出力600W S-masterフルデジタルアンプ内蔵、
トールボーイスピーカー付属のスタイリッシュモデル。

総合出力500W S-masterフルデジタルアンプ内蔵、
コンパクトスピーカー付属のベーシックモデル。
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■ パッケージ構成：DVDプレーヤー（ハードディスクドライ
ブ・TV/FM/AMチューナー・AVアンプ内蔵）、フロントスピ
ーカー×2、リアスピーカー×2、センタースピーカー、スピー
カースタンド×4、サブウーファー

■パッケージ構成：DVDプレーヤー（ハードディスクドライ
ブ・TV/FM/AMチューナー・AVアンプ内蔵）、フロントス
ピーカー×2、リアスピーカー×2、センタースピーカー、サ
ブウーファー



使いやすさを考えた多彩な機能を搭載。例えば、毎週録画予約する

ドラマには、「更新モード」を設定。見終わったあとに消去し忘れても、

自動的に上書き録画されます。ハードデ

ィスクの容量に負担をかけることなく、

快適にコンテンツ管理ができます。

※ご利用には、カモン！マイキャスターサービスへのご登録が
必要です。

〈コクーン〉ホームシアターシステムでは、日時や番組名のほか、

ドラマ、バラエティ、映画といったジャンルや日付別に録画番組の

タイトルを一覧表示することができま

す。見たい番組をスピーディーに探し

て、再生できます。

録画した番組から、見たい番組をすばやく検索して、再生。

デジタル放送の視聴や録画にも対応。

各種テレビチューナーをつなげば、CATVやBSデジタル放送、デジ

タルCS放送の視聴や録画も楽しめます。「シンクロ録画機能」により、

テレビチューナーの番組予約機能との連動が可能。録画予約時刻に

テレビチューナーの電源が入ると、〈コクーン〉ホームシアターシステ

ムが感知して、自動的に録画がはじまります。

録画した番組は、タイトルリストで一覧表示されます。タイトルリストか

ら見たい番組を選んで再生ボタンを押すだけで、すぐに再生開始。タイ

トルリストには、番組の一場面などの画像を登録して表示することもで

きます。また、録画中の番組を、録画の

終了を待たずに最初から視聴できる「追

いかけ再生」や、あらかじめお気に入りの

場面にブックマークを付けておいてその

場面から再生するなど、ハードディスク録

画ならではの自在な再生も可能です。

●予約・確認一覧画面

●日付順検索画面 ●タイトルリスト画面

録画番組はリストで管理して、自在に再生。

ハードディスクに録画するから、ビデオテープの

煩わしさから解放され、テレビ録画がもっと手軽になります。

〈コクーン〉は、「ネット番組ガイド」で見たい番組を探して、

ハードディスクへ気軽に録画するスタイル。

あとでくつろぎながら、ゆっくり見ることができます。

こちらの機能をご利用いただくには、「オープン キー スタイル」の
「ビデオパック」または「フルパック」をご購入いただく必要があります。
「オープンキースタイル」について、詳しくは9ページをご覧ください。

と

気軽に録って、あとでゆっくり見るために、
テレビ番組は、ハードディスクへ録画。

〈コクーン〉ホームシアターシステムに内蔵のハ

ードディスク60GB分にテレビ番組を録画でき

ます。録画モードは画質の違う3種類（SP/EP/

SLP）から選択可能。SLPモードなら、最長約

92時間の長時間録画を実現します。

インターネットから常に最新の番組情

報を入手できる「ネット番組ガイド」を

採用。ネットワークにつないでいれば、

テレビ画面に最大１週間分の番組表を

表示して、番組タイトルを選ぶ手軽な操

作で録画予約ができます。また、「今日

のオススメ番組」や現在放映中の主なドラマをリストアップした「ドラ

マラインナップ」の表示も可能。「ドラマラインナップ」では、ドラマの

あらすじや次週のみどころなどをチェックできます。録画予約には、

大容量ハードディスクへ、デジタル高画質で長時間録画。

「ネット番組ガイド」をチェックして、手軽に録画予約。

●「ネット番組ガイド」時刻別番組表画面

●写真はBS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビKDE-P42HX1、別売壁寄せスタンドSU-PC1、〈コクーン〉ホームシアターシステムNAV-E900との組み合わせの一例です。※画面はハメコミ合成です。4 5

テレビ録画

■録画モード別最長録画時間

録画モード　　

SPモード

EPモード

SLPモード

最長録画時間

約26時間

約46時間

約92時間

ビデオパック�
Open Key Style

フルパック�
Open Key Style



Net MD機器やメモリースティックで、音楽を連れ出す。

本体のUSB端子にNet MD機器＊を接続し、好きな曲をセレクトし

てMDへ高速転送（チェックアウト）。登録した曲名データもそのまま

MDへ記録されます。また、マジックゲート対応メモリースティックス

ロットの装備により、マジックゲートメモリースティックに音楽を書き

出せば、クリエやポータブル機器で楽しむこともできます。テレビ画

面で確認しながら、チェックアウトや編集ができるので、スムーズな

操作が可能です。コレクションしてある音楽から、いま聴きたい曲を

気軽に連れ出して、アウトドアリスニングを楽しめます。

＊ソニー製のNet MD機器にのみ対応。

※メモリースティックPROには対応してお

りません。

コレクションした音楽を、ジュークボックスのように楽しむ。

コレクションした大量の音楽は、アルバムやアーティスト、ジャンルで

分類表示したり、再生回数の多い50曲や最近聴いた50曲などをピ

ックアップして、ジュークボックス感覚で再生可能。また、お気に入り

の曲ばかりを集めた「お気に入りリスト」の作成も可能です。好きな

アーティストの自分だけのオリジナルア

ルバムや、くつろぎのときに聴くリラッ

クスミュージック集などを作れば、そ

のときの気分に合わせて、自在に再生

を楽しめます。

FM/AMチューナーの内蔵により、FM放送やAM放送を楽しむのは

もちろん、ラジオ放送の音声をハードディスクへ録音することもで

きます。タイマー機能を使えば、予約録音も可能。指定した時刻に

自動的に電源を入れて、ラジオ放送を受信することもできます。

FM放送やAM放送も、エアチェック可能。

●お気に入りリスト画面

●チェックアウト画面

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

ディスクへ録音できます。20GBのハードディスク＊2へ、ATRAC3形式

でCDアルバム約500枚分の録音が

可能。集めた音楽は、フォルダで分類し、

わかりやすい階層状にして管理できます。

＊1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮で高音質を実現する、

ソニーの音声圧縮技術です。＊2 音楽、静止画、メールで、ハー

ドディスクの20GBを共有します。

〈コクーン〉ホームシアターシステムのハードディスクには、Gracenote

CDDBRを搭載。国内発売の邦楽・洋楽約39万アルバム分の楽曲名デー

タを収録しています。音楽CDの再生時や録音時に、データベースから曲

情報を自動検索して、合致する曲名デー

タを表示し登録できます。新譜CDの場

合は、ネットワークを通じてGracenote

社のデータベースに接続して

最新データから取得可能です。

お手持ちのCDをどんどん録音。

音楽CDの曲名データは、自動登録。

●写真はBS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ KDL-L30HX1、〈コクーン〉ホームネットワークシステムNAV-E900との組み合わせの一例です。※画面はハメコミ合成です。6 7

クラシックにジャズ、ロック、ポップス、

CDラックにあふれている音楽を、ハードディスクへ録音。

好きな曲は、いつも〈コクーン〉にコレクションされているから、

聴きたいときに、聴きたい曲を自由にセレクトして

ジュークボックスのように楽しめます。

リビングにジュークボックスを１台。
音楽をコレクションして、多彩に再生。

音 楽
 オーディオパック�
Open Key Style

フルパック�
Open Key Style

●CD録音画面

●CD情報取得画面

こちらの機能をご利用いただくには、「オープン キー スタイル」の
「オーディオパック」または「フルパック」をご購入いただく必要があります。
「オープンキースタイル」について、詳しくは9ページをご覧ください。



●写真はBS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ KDL-L30HX1、〈コクーン〉ホームネットワークシステムNAV-E600、AVスピーカー用フロアスタンドWS-FV10CS、サイバーショットDSC-P8との組み合わせの一例です。※画面はハメコミ合成です。8 9

サイバーショットで撮影してメモリースティックに保存した静止画や、

CD-R/RWディスクに記録されている静止画などをフォトアルバムに

最大約11,000枚保存できます＊。保存した静止画はコメントを付け

たり、アルバムごとにタイトルを付けて一括管理。フォトアルバム内の

アルバムや静止画は、撮影日やタイトルで検索できます。
＊解像度640×480ドットの場合。※JPEG/TIFF/PNG/GIF/BMP形式に対応しています。
※音楽、静止画、メールで、ハードディスクの20GB を共有します。

フォトアルバム内の画像は、テレビ画面で閲覧できます。一枚ずつ拡

大表示させるのはもちろん、自動的に次々と切り換えて表示する

スライドショーも可能です。

大量の静止画を、フォトアルバムで管理。

テレビに拡大表示したり、スライドショーにしたり。

デジタルスチルカメラで撮りためた、自慢の写真は、

〈コクーン〉の中のフォトアルバムで一括管理。

テレビ画面を利用して、気軽に閲覧できます。

家族や友人を集めて、お披露目するなら、

スライドショーも楽しめます。

撮りためた写真を、まとめて管理。
フォトアルバムは〈コクーン〉の中。

●ピクチャー画面●フォトアルバム画面

静止画
フォトパック�

Open Key Style

フルパック�
Open Key Style

実際に使ってみて、気に入った機能を選んで購入できる、「オープン キー スタイル」。

「ビデオパック」機能に、ネットワークでテレビ番組情報を提供する
「カモン！マイキャスター」。 www.jp.sonystyle.com/mycaster/
「カモン！マイキャスター」は、〈コクーン〉ホームシア

ターシステムのネットワーク機能に対応した専用

ホームページです。サービス登録を行うことで、「ネ

ット番組ガイド」からの録画予約機能など、ネットワ

ークを通じてさまざまなサービスを提供します。

※詳細は、「カモン！マイキャスター」のホームページをご覧ください。※
カモン！マイキャスターサービス登録には、メールアドレスが必要です。

「オープンキースタイル」機能パックの購入などができる
「〈コクーン〉ホームシアターシステムhome」。
「〈コクーン〉ホームシアターシステム

home」は、〈コクーン〉ホームシアタ

ーシステムのネットワーク機能をより

豊かにする専用ホームページです。ネ

ットワークを通じて、「オープン キー

スタイル」機能パックの購入や、シス

テムソフトの更新などが行えます。※本機ブラウザでのみ閲覧可能です。

「カモン！マイキャスター」のサービス内容（無料）

●ネット番組ガイド

●お楽しみ番組情報
※「オープン キー スタイル」
試用期間中も、本サービスに
登録してご利用いただくこと
ができます。

テレビ�

NAV-E900/E600 ルーター機能内蔵�
ADSLモデム�

●ネット番組ガイド他�

●WEBサイト閲覧�
●メール�
●CD 音楽データベース�

カモン！�
マイキャスターセンター�

●オープン キー スタイル�
●ソフトウェアダウンロード�
  （システムソフトの更新）�
●製品やサービスに関するお知らせ�

〈コクーン〉�
 ホームシアターシステムhomehome

インターネット�

■ネットワーク接続例

［購入方法］継続してご利用いただくためのライセンスキーを購入していただきます。

購入方法は、3種類から選べます。

●本機から購入する：本機からの操作でライセンスキーを購入します。

●パソコンから購入する：〈コクーン〉ホームページにアクセスして、

ライセンスキーを購入します（www.jp.sonystyle.com/open-key/）。

●同梱の「購入お申し込みはがき」で購入する：はがきで購入の申し込みをし、

料金の振り込み後、ライセンスキーが送付されます。

※本機およびパソコンから購入する場合は、My Sony IDが必要です。

（コクーン）ホームシアターシステムでは、DVD/CD再生やメール、

WEBサイト閲覧は標準機能としてお楽しみいただけます。それ以

外の機能は、実際にお使いいただき、気に入ったものだけを購入で

きる、「オープン キー スタイル」を採用しました。30日分の無料

お試し期間が設定されているので、じっくり使ってみてからご購入

いただけます。楽しみに合わせて、「ビデオパック」、「オーディオパッ

ク」、「フォトパック」の3種類をご用意。好みに応じてカスタマイズ

できます。すべての機能をまとめて購入できる、お得な「フルパッ

ク」もあります。

「オープン キー スタイル」試用期間についてのご注意

●「オープン キー スタイル」には30日分の試用期間が設定されています。対象機能をご利用いただいた日数

が30日を超えると、機能がご利用いただけなくなります。

●「オープン キースタイル」に含まれる機能を1日に30回を超えて試用すると、試用期間が1日減算されます。

●試用期間中に「オープン キー スタイル」対象機能を利用してハードディスクに保存された情報は、試用期

間後は機能パックを購入されないと再生などにご利用いただくことはできません。

機能

ハードディスクビデオ

テレビ

ハードディスクジュークボックス

メモリースティック（ミュージック）

Net MD機器対応

フォトアルバム

メモリースティック（フォト）

CD-ROM（フォト）

標準価格（はがき使用時）（税別）

オンライン価格（本機、パソコン使用時）（税別）

フルパック

●

●

●

●

●

●

●

●

54,000円

50,000円

フォトパック

ー

ー

ー

ー

ー

●

●

●

11,000円

9,000円

オーディオパック

ー

ー

●

●

●

ー

ー

ー

21,000円

19,000円

ビデオパック

●

●

ー

ー

ー

ー

ー

ー

31,000円

29,000円

■「オープン キー スタイル」対象機能

フルパック�
Open Key Style ビデオパック、オーディオパック、フォトパック、すべての機能を楽しめます。

ビデオパック�
Open Key Style

フォトパック�
Open Key Style

 オーディオパック�
Open Key Style オーディオパックビデオパック フォトパック

フルパック

〈コクーン〉の設置・接続から、プロバイダーやルーターの設定、さらに使い方の

説明まで、ソニーのスタッフがご自宅までおうかがいしてサポートいたします。

サービスメニューやお申し込み方法について詳しくは、ソニー「e-Support」ホームページをご覧ください。

www.sony.co.jp/sonyservice/

セッティングはソニーのスタッフにおまかせ。すぐに〈コクーン〉をネットワークで楽しめる、ソニーの訪問サポートサービス。

※訪問料（6,000円）および消費税は別途ご請
求させていただきます。※料金は、2003年2
月現在のものであり、変更になる可能性があり
ます。※離島など一部の地域ではサービス適用
外とさせていただく場合がありますので、あらか
じめご了承ください。

プロバイダー・ルーター設定

パソコンとの回線共有設定

ルーター設定

〈コクーン〉使用方法のご説明

14,000円（税別）

8,000円（税別）

7,000円（税別）

5,000円（1時間）（税別）

■サービスの一例

テレビチューナー、

ハードディスクビデオ機能が使用できます。
［ビデオパック対象機能］

●テレビ番組の視聴・録画・予約録画。

●「ネット番組ガイド」*での録画予約。

●ビデオ2端子からのシンクロ録画。

●ビデオ1/2端子からの録画。

●録画した番組の再生。
＊ご利用には、カモン！マイキャスターサービス登録が必要です。

ハードディスクジュークボックス機能、

マジックゲートメモリースティックの音楽機能、

Net MD機器＊対応機能が使用できます。
［オーディオパック対象機能］

●お手持ちの音楽CDからハードディスクへの録音。
●ハードディスク上の音楽データの再生。

●ハードディスク上の音楽データのチェックイン・チェックアウト。

●FM/AMチューナーからハードディスクへの録音。
＊ソニー製Net MD機器のみ対応。

フォトCDやメモリースティックの静止画ファイルを

ハードディスクに保存・閲覧・編集・管理できる

フォトアルバム機能が使用できます。
［フォトパック対象機能］

●メモリースティックやフォトCD内の
静止画ファイルの閲覧・保存・編集・管理。

●メールに添付された静止画ファイルの
保存・編集・管理。

●静止画ファイルのスライドショー表示。

こちらの機能をご利用いただくには、「オープン キー スタイル」の
「フォトパック」または「フルパック」をご購入いただく必要があります。
「オープンキースタイル」について、詳しくは9ページをご覧ください。



ネットワークにつながっていれば、テレビ画面でホームページの閲覧が

できます。よく見るホームページは、ブックマークに登録することも可

能です。また、本機専用ページ「〈コクーン〉ホ

ームシアターシステムhome」や、「カモン！マ

イキャスター」にアクセスして、さまざまなサ

ービスを利用することができます。
※ご利用には、インターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。

テレビに表示される操作画面を見ながら、メールの送受信を楽しめま

す。付属リモコンを使って携帯電話のように文字入力。入力予測変換機

能（POBox）により、入力した文字から次に続く語句を予測してリスト

表示するので、スピーディーに入力できます。

メールの着信は、操作画面や本体ディスプレ

イでお知らせ。「フォトパック」を購入すれば、

メールに静止画を添付することができます。

ドルビーデジタルやDTSの対応に加え、音楽CDなどの2chのステ

レオ音源も5.1chで楽しめるドルビー・プロロジックIIデコーダーを

搭載。さらに、MPEG-2 AACデコーダーの搭載により、BSデジタ

ル放送の5.1chの音声も臨場感あるサラウンドで楽しめます。

〈コクーン〉ホームシアターシステムで、映画ソフトを思う存分楽しむた

めに、サウンドフィールドに映画館特有の残響を付加するシネマスタジ

オEX A/B/Cモードを装備。映画館で体験する全周を取り囲まれる

ようなサラウンド効果をホームシア

ターで再現します。また、音楽の楽

しみのために、コンサートホールや

ジャズクラブなどの音響も再現可能。

リモコンのサウンドフィールドボタン

で、手軽に切り換えて楽しめます。

最新のサラウンドフォーマットにも幅広く対応。

映画に適した音場効果を再現する、
シネマスタジオEXモードを装備。

お気に入りのホームページを、テレビで閲覧。

テレビ画面を利用して、メールを楽しむことも可能。

●写真はBS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビKDE-P42HX1、別売壁寄せスタンドSU-PC1、〈コクーン〉ホームシアターシステムNAV-E900との組み合わせの一例です。※画面はハメコミ合成です。10 11

付属のスピーカーとサブウーファーをつなぐだけで、本格的な5.1ch

サラウンドを実現します。映画をはじめコンサートライブなど、DVD

ソフトの臨場感を、前後左右から迫る立体音響で再現。いつものリビ

ングをとびきりのシアター空間

に変えて、お気に入りの映画を

堪能できます。また、音楽CD

も、コンサートホールさながらの

音響で再現可能。リラックスしな

がら、ゆったりと音楽に包まれる

ひとときを満喫できます。

〈コクーン〉ホームシアターシステムNAV-E900の本体には総合出

力600W、NAV-E600には総合出力500WのS-Masterフルデジ

タルアンプを搭載。ソニー独自の開発技術により、全ステージデジタ

ル処理の高音質パワーアンプS-Masterを実現しました。

臨場感あふれる5.1chサラウンドで、DVDを楽しむ。

S-Masterフルデジタルアンプ搭載。

〈コクーン〉ホームシアターシステムで、

5.1chのサラウンド環境を手軽に構築。

お気に入りの映画も音楽も、高音質で楽しめます。

さらに、ネットワークにつながることで、

テレビ画面でのホームページの閲覧やメールも実現します。

映画館で味わう迫力と臨場感を、
いつもの空間に再現。

DVD&インターネット

●WEB サイト閲覧画面

●メール受信簿画面



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設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 ご使用を中止
コンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店にご相談ください。

安全点検のお願いこのような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる。

●変なにおいがしたり、煙が出たりする。

●内部に水や異物が入った。
a

http://www.sony.co.jp/cocoon〈コクーン〉の商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。〈コクーン〉ホームページ

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

◎〈コクーン〉のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
〈コクーン〉デスク
ナビダイヤル 0570-00-5900（コクーン）
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。）

●携帯電話・PHSでのご利用は 0466-31-5234
●受付時間　月～金 10:00～20:00  土・日・祝日10:00～17:00

お買い求めは信用ある当店へ

2003.4
カタログ記載内容2003年4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

＊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
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

●MDに高速転送。●本体を置くだけで充電が可
能な「USBクレードル」付属。●外形寸法：幅78.5
×高さ73.3×奥行13.8mm ●質量：84g（充
電池内蔵）

＊1 1曲6分、12曲入りの音楽CDを66kbpsで取り込んだ場合。＊2 静止画再生のみ"メモリースティックPRO"に対応。＊3 本機の
インターネットへの接続はADSLまたはケーブルテレビなどによるブロードバンド常時接続を対象としています。インターネットサービス
を提供するプロバイダーとの契約が必要です。ただし、一部のインターネット接続サービスでは本機を利用できない場合があります。本機
のご使用にはブロードバンド回線に対応したルーター（ブロードバンドルーター）またはルーター機能付きモデムとの接続を前提としてい
ます。ブロードバンドルーターおよびモデムの設定にはパソコンが必要です。USBで接続するADSLモデムではご使用できません。ケー
ブルモデムやADSLについてご不明な点は、ご利用のケーブルテレビ会社やADSL回線事業者、プロバイダーにお問い合わせください。

Net MDウォークマン

MZ-N10 オープン価格

AVスピーカー用フロアスタンド

WS-FV10C（S）（2台1組）
希望小売価格12,000円（税別）

■ 関連製品

■ NAV-E600用スピーカースタンド

安全にご使用いただくためのご注意 ●裏蓋をはずしたり。セットの内部の改造をしないでください。
カタログ上のご注意 ●本カタログ掲載商品の価格には、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。●NAV-
E900/E600のDVDの地域番号は「2」です。地域番号が「2」または「ALL」以外のDVDソフトは再生できませんので、ご注意ください。●本機は、
「DVDプレーヤーに関するコピー制御技術」を採用しています。●カタログ掲載商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
ありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少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・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください。●「カモン！マイキャスター」はソニー
の商標です。● は、DVD-Videoの統一マークです。●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。●DTSおよびDTS Digital OutはDigital Theater Systems, Inc.の商標です。●QuickTime および　 は、ライセンスに基づいて使用
される商標です。QuickTimeは、米国およびその他の国 で々登録された商標です。●Digital Cinema Soundはソニー株式会社の商標です。
●ネットワークウォークマン、クリエ、MEMORY STYCK、“メモリースティック”、“マジックゲートメモリースティック”、Net MDはソニー株式
会社の商標です。●CoCoonおよび〈コクーン〉はソニー株式会社の登録商標です。●Music recognition technology and related data
are provided by Gracenote and the Gracenote CDDBR Music Recognition Service. Gracenote is the industry standard in music
recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com. ●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、®マークは明記していません。
商品ご使用上の注意 ●本機は、NTSCカラーTV方式に対応しています。NTSC以外のカラーTV方式のディスクは再生できません。●DVD-
R/RW、CD-R/RWディスクのご使用について：DVD-RW/DVD-R/CD-RW/CD-Rドライブで記録されたディスクには傷や汚れ、また記録状態
が原因で再生できないものがあります。すべての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。
詳しくは、各機の取扱説明書をお読みください。●本機はCD-DAフォーマットで記録された音楽用のCD-RとCD-RWの再生に対応しています。
●以下のようなディスクは再生できません。DVD-RAM、DVD-ROM、DVD-Audio、DVD+R、DVD+RW、MV-Disc、PD、CD-ROM、CDV、
SVCD、SACDのHDレイヤー、CD-EXTRAのデータ部分、CDI、CDGの映像部分、フォトCD、VIDEO-CD、その他音楽用CDフォーマット以
外で記録されたCD-R/RW。●他機で録画して、録画禁止のコピ－制御信号を含んだ画像があるディスクを本機で再生すると、コピー制御信
号が含まれる画像部分は自動的にとばされて、再生できません。●DVDによっては、ソフト制作者の意図により、再生状態が決められているこ
とがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作した通りに機能しない場合があります。詳しくは
各ディスクの説明書をご覧ください。●本機でプログレッシブ出力画像を楽しむためには、テレビやモニター側に D2以上に対応したD端子が
必要です。●本機とテレビは直接接続してください。●コピーガード信号を含む映像を、本機を通してテレビでご覧になると画像が乱れることが
あります。●CD再生についてのご注意：本機は、コンパクトディスク（CD）規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。
最近いくつかのレコード会社により著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準
拠していないものもあり、本機で再生できない場合があります。●本機ではコピー制御信号が含まれている映像（一回だけ録画が許可された映
像など）は録画できません。●本機はマクロビジョン方式のコピーガードシステムに対応しています。コピーガード信号が入っているディスクや
ビデオテープを外部入力から本機で録画することはできません。●画像圧縮技術であるMPEG2の特性により、EPやSLPの長時間録画モー
ドは、明暗や細かい絵柄、動きなどが激しく変化する映像の録画には適していません。大切な画像を記録・保存する場合には、SPの録画モー
ドで録画することをおすすめします。●画像サイズが16：9の映像は、本機では4：3の映像として記録されます。●DVDのデータをHDDにダビ
ング、保存することはできません。●本体表示部および画面のカウンター表示は、実際の録画または再生の残量時間と異なる場合があります

ので目安としてご利用ください。●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。なお本機の価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。（お問合せ先：（社）私的録画補償金管理協会　電
話03-3560-3107）●テレビやビデオ、音楽ソフトを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいてNAV-
E900/E600を使用すると著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。●万一、本機の不都
合、または停電や結露などの外部的要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害については、当社は一切
の責任を負いかねますのでご了承ください。また、システムソフト更新時に予期せぬ不具合により、まれに録画タイトルなどに損傷を与えること
があります。大切な録画タイトルなどは市販のバックアップハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。●本機を移動する際には、必
ず電源を切ってください。電源が入ったままの状態で本機を移動させると故障の原因となります。●録画・録音・編集中に電源プラグを抜いた
り、停電が発生したりすると、実行中のデータが消滅したり、使用できなくなる場合があります。これらの場合、実行中のデータの補償はできま
せん。●本機の起動と終了について：本機はシステム全体の最適化を図るため、電源入切時に電源ボタンを押してから、実際に起動するまで
と実際に電源が切れるまでしばらく時間がかかります。●ファイル数やサイズによって、”メモリースティック”の静止画像を読み込むときに時間
がかかることがあります。●CATVを受信するには、CATV各社との契約が必要です。詳しくはCATV関係会社にお問い合わせください。●
CATVで受信されている番組はネット番組ガイドを利用して正しく予約録画ができない場合があります。●テレビ放送番組を録画するときは、テ
レビ放送の水平解像度でしか再生できません。●使用中、万一何らかの不都合により録画、録音、記録されなかった場合の録画、録音、記録
内容の補償についてはご容赦ください。●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。●通常の音楽フ
ァイルは、Net MD対応レコーダーなどの「OpenMG」対応外部機器/メディアへ最大3回まで転送（チェックアウト）できます。また、転送した音
楽ファイルはチェックアウトを行った機器にのみ戻す（チェックイン）することができ、転送できる回数が復元します。
インターネットについてのご注意 ●WEBサイトによっては、本機のブラウザで正しく表示されないことがあります。●本機の機能は、インター
ネット上の各WEBサイトが提供するサービスの利用を保証するものではありません。●ファイルのダウンロード、ファイルのアップロード、JAVA
アプレット、マルチウィンドウ、印刷機能などには対応しておりません。●ストリーミング、インターネットラジオなどはご利用になれません。
●「オープン キー スタイル」以外のネットショッピング、各種金融取引などは動作を保証しておりません。●本機でご利用できるサービスは
専用のWEBサイト「〈コクーン〉ホームシアターシステムhome」が本機向けに提供する各種サービス、または同ページより遷移可能な「カモ
ン！マイキャスター」などの本機専用サービスコースに限ります。（回線の状態などにより不具合を生じる可能性があります。）●「〈コクーン〉ホ
ームシアターシステムhome」および「カモン！マイキャスター」のサービスの内容は予告なく変更されることがあります。また諸般の事情により
サービスを終了することがありますのでご了承ください。●本機のブラウザにお客様がプラグインなどの機能を追加することはできません。
●インターネット上には有害な内容が記載されているWEBサイトもありますので、個人情報などの取り扱いには充分にご注意ください。●イ
ンターネット上でトラブルが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。
ハードディスクについてのご注意 ●HDDは衝撃や振動に弱いデリケートな装置です。動作中に衝撃や振動を加えたり、録画や再生中にコ
ンセントを抜いたりすると故障の原因になりますのでご注意ください。●万一何らかの原因でハードディスクが故障した場合の録画、録音、
記録内容などコンテンツの補償についてはご容赦ください。
商品ご購入時のご注意 ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●製造番号は品質管理上
重要なものです。お買い上げの際には、製造番号をご確認ください。●当社はNAV-E900/E600の補修用性能部品を、製造打ち切り後8年
保有しております。●本誌掲載の「オープンキースタイル」の販売期間は、2005年3月3１日までです。

●有効320万画素。●スタミナ撮影、約200枚/約100
分。●選べる4色のカラーバリエーション。●外形寸法：
幅約108×高さ51.5×奥行き35.1mm ●質量：約
172g（本体のみ）

サイバーショット

DSC-P8 オープン価格

●カラー：シルバー ●外形寸法：幅
240×高さ810～1,170×奥行
240mm ●質量：約3.3kg

●カラー：シルバー ●外形寸法：幅60×高さ
110×奥行65mm ●質量：約0.06kg

AVスピーカー用壁掛けブラケット

WS-WV10D（2台1組）
希望小売価格3,500円（税別）

※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。

NAV-E900/E600本体背面端子

付属スピーカーNAV-E900/E600本体

60GB（ハードディスクビデオ部）、

20GB（ハードディスクジュークボックス、フォトアルバム、メール共有）

MPEG2/ドルビーデジタル(AC3）

SP：約26時間、EP：約46時間 、SLP：約92時間

VHF：1～12CH、UHF：13～62CH、CATV：C13～C38CH

1か月40番組

最大1週間番組リスト予約

●

タイトル名/日時/ジャンル/ファイルサイズ

●（HDD）

×2、×10、×60

●

最大１分（＋10秒/－10秒）

周波数特性（２CH STEREOモード時）DVD（PCM）：

2Hz～22kHz（±1.0dB） CD：2Hz～20kHz（±1.0dB）

ATRAC３、PCM

66/105/132kbps （ATRAC3時）

アルバム約500枚分＊1（ATRAC3 66kbpsの場合）

最大約5倍速（PCM）、等倍速（ATRAC3）

AM：531～1,602kHz、FM：76.0～90.0MHｚ

マジックゲート対応メモリースティックスロット＊2

JPEG、TIFF、PNG、GIF、BMP

11,000枚（640×480ドットの場合）

●

フレーム対応、SSL(V2/3）

送信：50通/受信：300通

VHF/UHF：VHF/UHF１軸、

75ΩF型コネクターFM：75Ω不平衡型　AM：外部アンテナ端子

２系統/２系統

２系統/２系統

１系統

３系統/２系統

１系統（D1/D2 切り換え式）

100BASE-TX/10BASE-T＊3

フロントパネル、リアパネル 各1系統

サラウンドモード　NAV-E900：フロント/センター/リア/サブウーファー

100W×6ch（３Ω、JEITA）、NAV-E600：フロント/センター/リア

80W×5ch（4Ω、JEITA）、サブウーファー100W（３Ω、JEITA）

AC100V、50/60Hz

E900:145W/E600:135W

幅355×高さ72×奥行335mm（幅359×高さ72×奥行360mm）

約7.2kg

容量

録画方式/録音方式

最大録画時間

受信チャンネル

予約プログラム数

ネット番組ガイド予約

シンクロ予約録画

検索機能

追いかけ再生

高速サーチ

スロー再生

フラッシュ

音声特性

フォーマット

ビットレート

最大録音枚数

CD-HDD録音速度

受信周波数

メモリースティックスロット

対応ファイル

最大画像数

スライドショー

HTML

最大保管件数

ハードディスク

ハードディスクビデオ部/

テレビ部

DVD/CD部

ハードディスク

ジュークボックス部

AM/FMチューナー部

メモリースティック部

フォトアルバム部

WEBブラウザ部

メール部

アンテナ入出力

映像（入力/出力）

S映像（入力/出力）

光デジタル入力

音声（入力/出力）

D出力端子

ネットワークコネクター

USB端子

実用最大出力

電源

消費電力

外形寸法（最大突起含む）

質量

システム

入出力端子

アンプ部

電源・

その他

バスレフ型/コーン型50mm×4、バランスドーム型25mm/３Ω

幅66×高さ1050×奥行75mm

約3.3kg

バスレフ型/コーン型50mm×4、バランスドーム型25mm/３Ω

幅471×高さ69×奥行75mm

約1.2kg

バスレフ型/コーン型200mm/3Ω

幅217×高さ402×奥行217mm

約7.5kg

バスレフ型/コーン型77mm、バランスドーム型15mm/4Ω

幅100×高さ100×奥行113mm

約0.8kg

密閉型/コーン型 160mm/3 Ω

幅217 ×高さ302 ×奥行217mm

約5.4kg

方式/形状/定格インピーダンス

外形寸法

質量

方式/形状/定格インピーダンス

外形寸法

質量

方式/形状/定格インピーダンス

外形寸法

質量

方式/形状/定格インピーダンス

外形寸法

質量

方式/形状/定格インピーダンス

外形寸法

質量

フロント/リア

センター

サブウーファー

フロント/

センター/リア

サブウーファー

NAV-E900

NAV-E600

■ 主な仕様

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。

●カラー：シルバー ●外形寸法：幅80×高さ
350×奥行160mm ●質量：約0.25kg

AVスピーカー用テレビブラケット

WS-TV10C（S）（2台1組）
希望小売価格5,000円（税別）

AVEWTP-2   Printed in Japan.（84993487）RY   再生紙




