
“ウォークマン”Z1000シリーズ

“WALKMAN”Zシリーズご購入者限定プレゼント！！

〈無料ダウンロード期間〉2011年12月10日～2012年3月31日　　〈ダウンロードはこちら〉sony.jp/walkman/playyou/

Zシリーズ専用 西野カナのオフィシャルアプリがダウンロードできる



「W.ミュージック」
ウィジェット

「ソニーミュージック アプリ」
ウィジェット 「W.ボタン」

HDMIマイクロ端子

Infl ection Surface Form 

内蔵モノラルスピーカー

ボリュームボタン

Apps 

「Favorites」 

ホーム

メニュー

バック

左右にフリックすると全5画面。
アプリを使いやすいように

並べてカスタマイズできます。

ソニーミュージックの
アーティスト・オフィシャルアプリを

紹介します。

全てのアプリが一覧表示
されます。

ゲームやビデオ、YouTubeTMの
動画などをケーブル一本で
テレビに出力。迫力の大画面で
楽しめます。

ホーム画面に戻ります。

「W.ボタン」を押せば、画面
状態にかかわらず「W.コン
トロール」画面を表示。イン
ターネットや他のアプリを
楽しみながらでも音楽再生
の基本操作ができます。

手のひらになじむなめらかな
曲線美が印象的な、スタイリッ
シュなデザイン。液晶画面を横に
して動画やゲームを楽しむとき
に、持ちやすく便利です。

4.3型タッチパネル液晶

クリアでコントラストも鮮やかな
液晶を搭載。動画やゲームを
大画面で快適に楽しめます。

オプションメニューが開き、
“ウォークマン”やアプリの

各種設定を行えます。

最近取りこんだビデオや写真、
最近聴いた音楽などを表示。
お気に入りのコンテンツに
クイックアクセスできます。

音楽も、映像も、アプリも、いい音で楽しむ。

AndroidTM 搭載“ウォークマン”

「W.コントロール」画面

タップ操作

タップして
操作エリアを
拡大

曲送り
曲戻しは

フリック操作で
直感的に

前の画面に戻ります。

●AndroidTMおよびAndroid マーケットTMは、Google Inc.の商標または登録商標です



いい音でクリアに聴ける。直感的な操作でアクティブに楽しめる

“ウォークマン”史上最高音質＊1

新しい音楽体験を提供する音楽再生アプリ「W. ミュージック」

音楽

「Clear PhaseTM」：音域のバランスを補正して自然なサウンドを実現 「xLOUDTM」：内蔵スピーカーの音量を増強

おまかせチャンネル＊2ライブラリ カバーアートビュー

4.3型の大画面液晶にジャケット写真を表示。
基本操作だけでなく、シャッフルやリピート
再生なども手軽に行えます。

再生中の曲にあわせて歌詞を自動でスクロー
ル表示する「歌詞ピタTM」に対応＊1。大画面なの
で表示できる歌詞も多く、曲の世界をより堪
能できます。

アーティスト名/アルバム名/
ジャンル名などのリストから聴
きたい曲を選べます。

“ウォークマン”に貯
た

めた楽曲を14種類
のチャンネル（プレイリスト）に自動分
類。聴きたいチャンネルを選ぶだけで、
気分や時間帯にあった音楽を楽しめます。

アルバム名やアーティスト名順
に表示されるジャケット写真を
さわりながら選曲できます。

詳細な曲情報を表示。曲名/アーティスト名/
アルバム名から、ブラウザなどで検索できます。
※本体がインターネットに接続されている必要があります
　（Wi-Fi通信）

＊1 「デジタルノイズキャンセリング機能」、フルデジタルアンプ「S-Master MX」搭載。2011年8月現在　＊2 ワイヤレスリスニング（Bluetooth®接続時）およびFMラジオには無効です
＊3 本体に付属のヘッドホン、または別売のノイズキャンセリング機能搭載“ウォークマン”専用ヘッドホン（MDR-NWNC33、MDR-NWNC200）を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音が
まったく聞こえなくなるわけではありません　＊4 当社規定の航空機シミュレートノイズ下における、環境選択「航空機」設定時とヘッドホン非装着時との比較による値。総騒音抑制量（当社測定法
による）約17dB は、音のエネルギーで約98.0％の騒音低減に相当　＊5 「W.ミュージック」での音楽再生時に有効です　＊6「W.ミュージック」での音楽再生時、「ビデオプレーヤー」でのビデオ再
生時に有効です。本体付属のヘッドホン、または別売のノイズキャンセリング機能搭載“ウォークマン”専用ヘッドホンMDR-NWNC33使用時に効果が最適になるよう設定されています

＊1 株式会社シンクパワーが運営する「歌詞ピタ™」サービス（有料）に会員登録することで歌詞の検索・ダウンロードが可能になります。あらかじめ「x-アプリ」および、株式会社シンクパワーが提供する
「歌詞ピタTM」アプリをPCにインストールする必要があります　＊2 曲によっては印象と異なるチャンネルに分類されることがあります

■直感的な操作で選曲可能

再生画面 歌詞表示画面 曲情報画面

楽曲のリズムや音の高・低などにあわせて、さま
ざまなイメージで画面を彩る8種類のビジュア
ライザーを搭載。耳だけでなく目でも音楽を楽
しめます。

■目でも音楽を楽しめる
　ビジュアライザー

曲名を
タップして
ブラウザなどで
検索！

横画面表示
にも対応

＼フリッ
ク／

＼フリッ
ク／

◆ 6つの「クリアオーディオテクノロジー」を搭載

◆ 内蔵スピーカーでも高音質で聴ける

フルデジタルアンプ「S-Master MX」＊2

ハイエンドオーディオに迫る高音質を実現
音声信号をフルデジタル処理する際のプロセスをさらに最適化した
「S-Master MX」を搭載。低音のエネルギー感やスピード感とともに、
繊細な空気感までリアルに再現。臨場感あふれるサウンドを楽しめます。

「デジタルノイズキャンセリング機能」＊3

電車やバスの騒音を約98.0％＊4カット
ボリュームを上げすぎずに音楽に集中できるので、音漏れを気にする
必要がなく、耳への負担も軽減できます。電車・バス / 航空機 / 室内
の3つのモードから選べます。

「DSEE」＊5：圧縮により失われがちな高音域をクリアに再現

「大口径13.5mm EXヘッドホン」：豊かな再現力と優れた装着感

「クリアステレオ」＊6：本来のステレオサウンドを実現

「クリアベース」＊5：引き締まった力強い重低音を再生

歌詞を
タップすれば、
そのフレーズに
ジャンプして
再生

YouTubeTMにアップされた動画も高精細液晶に表示し
て、いい音で楽しめます。
※本体がインターネットに接続されて
いる必要があります（Wi-Fi通信）

4.3型の大画面液晶で、ビデオや写真、YouTubeTMもいい音で満喫できる

豊富なアプリに対応。ゲームもいい音で没頭できる

映像

アプリ

ゲームも快適に楽しめるハイスペック

シーンスクロール画面ジェスチャー操作

再生画面

01:5500:58 01:5500:58

ビデオ一覧

大画面 & 高精細液晶だから快適「ビデオプレーヤー」

思い出を美しいまま持ち歩く「フォトビューワー」

世界中の動画を楽しめるYouTubeTM

楽しみが進化し続ける
Android マーケットTM対応

ソニーおすすめのアプリをセレクト
「Select App」

見たいシーンを快適に検索できる「シーンスクロール」（15秒/30秒/1分/
2分/5分/チャプター）など、タッチパネルの直感的な操作性をいかした
多彩な機能を搭載。ジェスチャー操作（早送り/早戻し）にも対応しています。

ゲーム・写真・動画など、さまざまなジャンル
のアプリが集まるAndroid マーケットTMに
対応。お好みのアプリをダウンロードして
楽しめます。

Android マーケットTMにある膨大なライン
アップから、ソニーおすすめのアプリをセレク
トして紹介します。

迫力の4.3型大画面液晶。デュアルコア
CPUによる高速並列処理が快適なNVIDIA® 
TegraTM 2モバイルプロセッサー。グリップ
しやすいInfl ection Surface Formにより、
ゲームも心ゆくまで楽しめます。

グリッドビュー /リストビュー /カバーアートビュー /日付ビュー表示から
見たい写真をタップして、横全画面表示で鑑賞できます（縦画面表示も可
能）。また、写真にタグを付けて手軽に管理できます。

グリッドビューカバーアートビュー

「Sony Music Apps」

「中島美嘉」や「MISIA」など、アーティスト・
オフィシャルアプリを配信中。好きなアーティ
ストのアプリをダウンロードすれば、最新情
報などを手軽にチェックできます。

※Android マーケットTM、「Select App」、「Sony Music Apps」を利用するには、本体がインターネットに接続されている必要があります（Wi-Fi通信）



いろいろな機器につなげて、さらに楽しみがひろがる機器連携

おでかけ
転送

ゲームを迫力の大画面で楽しむ

ビデオ・写真・音楽をテレビなどへ＊1飛ばしてワイヤレス再生できる「DLNA Throw」＊2

PCなどの＊1音楽をワイヤレスで聴ける＊2

ソニー製のブルーレイディスクレコーダーや録画機能内蔵〈ブラビア〉で録画した番組を持ち出せる

歌詞を大画面に映してみんなで楽しむ

※対応機種に関しては、“ウォークマン”サポートページをご覧ください（www.sony.jp/support/walkman/）
※“ウォークマン”に付属のUSBケーブルまたは別売のUSBケーブルWMC-NW20MUが必要です

※別売の HDMI ケーブル（マイクロ端子用）DLC-HEU15A などが必要です

たとえばDLNA対応のテレビと接続し、
“ウォークマン”内の再生したいコンテン
ツをドラッグ＆ドロップすればワイヤレス
再生ができます。

大画面に
映す

HDMI 出力

番組を
持ち出す
おでかけ転送

ワイヤレスで
つながる
DLNA接続

リビングのPCなどに貯
た

めた音楽を、ベッドルームな
どに持ち込んだ“ウォークマン”で楽しめます。

＊1ホームネットワークに接続されている必要があります
＊2 著作権保護されたコンテンツには対応しておりません。
　 ファイルによっては再生できない場合があります

※DLNAについて詳しくは、ソニールームリンクページをご覧ください（www.sony.jp/support/dlna/）

リビングのPC ベッドルーム

対応ドックスピーカーやヘッドホンでワイヤレスリスニング。
専用アクセサリーをプラスして、もっと楽しく、さらに便利に

関連製品

“ウォークマン”ドックスピーカー

RDP-NWV25B オープン価格
●ブラック（B）  ホワイト（W）

※“ウォークマン”専用ドックは搭載されておりません

“ウォークマン”ドックスピーカー

RDP-NWX500B オープン価格

上質なプレミアムサウンド

“ウォークマン”ドックスピーカー

RDP-NWG400B オープン価格 〈新発売〉
●ブラック（B）  ホワイト（W）

2.1chで低音を豊かに再生

360度に音楽が広がる
コンパクトボディ

コードを気にせずスマートに聴ける

“ウォークマン”ドックスピーカー

RDP-NWV600B  オープン価格
●ブラック（B）●シルバー（S）

家でも車でもワイヤレス〈サウンドマグ〉

クリアケース

CKH-NWZ1000 オープン価格 〈新発売〉

キズなどからガード。保護シート付き

※本革を使用しているため、製品ごとに風合いが異なる場合があります

本革ケース

CKL-NWZ1000  オープン価格 〈新発売〉

ホルダーごと
脱着可能。

簡易スタンドに
早変わり

質感豊かな本革仕様。スタンド機能付き

保護シート

PRF-NWH43 オープン価格 〈新発売〉

ディスプレイを保護。指紋が目立たない

シリコンケース

CKM-NWZ1000 オープン価格 〈新発売〉

レッド（R）ブラック（B）

キズ・汚れ・衝撃からガード。保護シート付き

プライバシーフィルター

PRF-NWP43 オープン価格 〈新発売〉

上下左右からの覗き見防止

※Z1000シリーズは、RDP-NWV600Bに付属の
　“ウォークマン”専用ドックにはセットできません

※Bluetooth®ヘッドホン使用中はノイズキャン
セリング機能（アナログ）を使用できます

ノイズキャンセリング機能搭載
Bluetooth®ヘッドホン

MDR-NWBT10N オープン価格
●ブルー（L）  ●ホワイト（W） ●ブラック（B） ●ピンク（P）

大口径40mmドライバーユニットで迫力の高音質再生

ノイズキャンセリング機能搭載
“ウォークマン”専用ステレオヘッドホン

MDR-NWNC200 オープン価格 〈新発売〉

キャリング
ケース付属

“ウォークマン”の
音楽を

ワイヤレス再生

選べる5色のバリエーション

ノイズキャンセリング機能搭載“ウォークマン”専用ヘッドホン

MDR-NWNC33 オープン価格
●ビビッドピンク（P） ●ライトピンク（PI） ●ブルー（L） ●ホワイト（W） ●ブラック（B） 

AC電源アダプター

AC-NWUM60 オープン価格

PCなしで充電

HDMIケーブル（マイクロ端子用）

DLC-HEU15A（1.5m） オープン価格
DLC-HEU20A（2m） オープン価格

テレビの大画面に映す

Bluetooth®対応アクセサリー



Z1000シリーズ　オープン価格　〈新発売〉
NW-Z1070
64GB 32GB 16GB

NW-Z1060 NW-Z1050
レッド（R） ブラック（B）

2012.2
カタログ記載内容2012年1月現在

“ウォークマン”Z1000シリーズ　機能・仕様表

Android™

搭 載

Z
s e r i e s

各社商標など　●Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporationの米国
およびその他の国における登録商標です ● NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴは、
米国NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です
●AndroidおよびAndroid マーケット、Android マーケットロゴは、Google Inc.の商標
または登録商標です●YouTubeおよびYouTube ロゴはGoogle Inc.の商標または登録
商標です ●Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の所有であり、ソニー
株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよび
トレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします ●“SONY”および
“make.believe”はソニー株式会社の商標です ●“ウォークマン”、“WALKMAN”、
　       　 　 　 、        はソニー株式会社の登録商標です ●「x-アプリ」およびそのロゴは
ソニー株式会社の商標または登録商標です ●ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plusは
ソニー株式会社の商標です ●「歌詞ピタ」、　　　　 はソニー株式会社の商標です 
●その他、本カタログに記載されている商品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

 安全に関する注意
商品を安全に使うため、使用前に必ず
「操作ガイド」「取扱説明書」をよくお読みください。

●自動車やバイク、自転車などの運転中にヘッドホンは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。

 

警告音なども聞こえにくくなります。運転中以外でも、踏切りや駅のホーム、車の通る道、工場現場など、

 

周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。
電車やバスなど、公共の場でヘッドホンをご使用になる際は、まわりの方に迷惑がかからないようお気をつけください。

商品使用上の注意　●あなたが録音したものは、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。（お問い合わせ先：（社）私的録音補償金管理協会 電話
03-3261-3444） ●極性統一形DCプラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものです。故障
の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ください ●ヘッドホンをご使用になる際
には、音量を上げすぎて、周囲の迷惑にならないようにご注意ください
カタログ上の注意　●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 ●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 ●画面および
ディスプレイはハメコミ合成です ●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 ●「保証書」の記載事項を必ず確認のう
え、大切に保管してください。ただし、アクセサリーの一部の商品には、保証書が付いていません
 ●当社は、この“ウォークマン”Zシリーズの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有して
います。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に変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

最大記録曲数＊1 〈64GB〉約40,500曲   〈32GB〉約19,500曲
〈16GB〉約8,750曲

ビデオ最長記録時間＊2 〈64GB〉約254時間00分  〈32GB〉約123時間10分
〈16GB〉約54時間50分

充電池持続時間＊3

音楽
約20時間（デジタルノイズキャンセリング機能OFF時）
約17時間（デジタルノイズキャンセリング機能ON時）
約14時間（Bluetooth® 接続時）

ビデオ
約5時間（デジタルノイズキャンセリング機能OFF時）
約5時間（デジタルノイズキャンセリング機能ON時）
約5時間（Bluetooth® 接続時）

ディスプレイ
4.3 型ワイド TFTカラー液晶、
WVGA（800× 480ドット）、タッチパネル

プロセッサー
NVIDIA® TegraTM 2 モバイルプロセッサー
（デュアルコア 1 GHz）

プラットフォーム AndroidTM 2.3

ワイヤレス機能
Bluetooth®（A2DP/AVRCP/OPP）
Wi-Fi（IEEE 802.11b/g/n 準拠）

DLNA対応 ○

内蔵センサー Gセンサー、GPS、E-Compass

内蔵スピーカー ○（モノラル）

内蔵マイク ○（モノラル）

HDMI 出力 ○（HDMIマイクロ端子）

音楽を楽しむ機能 歌詞ピタTM、ちょい聴きmora、おまかせチャンネル

転送 「x- アプリ」、ドラッグ＆ドロップ転送

対応コーデック

音楽
MP3＊4/WMA＊5/ATRAC/ATRAC Advanced 
Lossless/リニアPCM/AAC＊6/HE-AAC＊7

ビデオ

映像： AVC＊8（H.264/AVC）、MPEG-4＊9、
Windows Media Video 9＊10

音声： AAC-LC＊11（AVC、MPEG-4用）、 
WMA＊5（Windows Media Video 9用）

写真 JPEG（Baseline）＊12

FMラジオ 受信周波数：76.0 ～ 108.0 MHz

本体動作対応OS
※64bit版のWindows®XPには非対応

Windows® 7 Home Premium /Professional /
Ultimate /Starter、 Windows Vista® Home Basic 
/ Home Premium / Business / Ultimate SP2以降、
Windows® XP Home Edition /Professional SP3以降

充電時間 約5時間（USB充電時）

最大外形寸法 [JEITA]（幅×高さ×奥行き） 約70.9×134.4×11.1mm

外形寸法 [JEITA]（幅×高さ×奥行き） 約70.5×134.2×11.1mm

質量（充電池含む）[JEITA] 約 156g

＊1 ATRAC 48kbpsモード時。1曲を4分で換算　＊2 MPEG-4 384kbpsモード時　＊3 音楽：MP3 128kbpsモード時、ビデオ：MPEG-4 384kbpsモード時。設定条件により異なります　＊4 本体で再生可能なMP3
ファイル形式フォーマット：MPEG-1 Audio Layer 3、ビットレート：32～320kbps（VBR）、サンプリング周波数：32/44.1/48 kHz　＊5 著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なWMAファイル形
式 フォーマット：WMA、ビットレート：32～192kbps（VBR）、サンプリング周波数：44.1 kHz　＊6 著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なAACファイル形式 フォーマット：AAC-LC、ビットレート：
16 ～320kbps（VBR）（サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます）、サンプリング周波数：8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz　＊7 本体で再生可能なHE-AACファイル
形式 フォーマット：HE-AAC、ビットレート：32～144kbps（VBR）（サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます）、サンプリング周波数：8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
＊8 Baseline Profile/最大18Mbps 1,920×1,080ピクセルまで（本体ディスプレイでは800×480で表示されます）、Main Profile/最大2Mbps 720×480ピクセルまで　＊9 Simple Profile・Advanced 
Simple Profile/最大10Mbps 1,920×1,080ピクセルまで（本体ディスプレイでは800×480で表示されます）　＊10 著作権保護されたファイルは再生できません。最大20Mbps 1,920×1,080ピクセルまで
（本体ディスプレイでは800×480で表示されます）　＊11 最大2チャンネル/24、32、44.1、48 kHz/1チャンネルあたり最大288kbps　＊12 最大6,048×4,032ピクセル（約2,400万画素）
※本機をご使用いただくには、インターネットに接続されているPCが必要です

主なプリインストールアプリケーション

※一部のアプリケーションのご利用には、本体がインターネットに接続されている必要があります（Wi-Fi通信）　※プリインストールアプリケーションの問い合わせ先については、“ウォークマン”サポートページを
ご覧ください（www.sony.jp/support/walkman/）

ソニーオリジナルアプリケーション： W. ミュージック、ビデオプレーヤー、フォトビューワー、ちょい聴きmora、DLNA その他： 検索、YouTube、Gmail、マップ、ナビ、マーケット、ブラウザ
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