
〈コクーン〉チャンネルサーバー
CSV-EX11・EX9
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●画面はハメコミ合成です。●商品の仕様および外観は、変更になる場合があります。●写真の商品32V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビKDE-P32HV2とフローティングスタンドSU-PF2は別売です。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
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〈コクーン〉チャンネルサーバーCSV-EX11は、コンピューター総合展示会

「WPC EXPO 2003」で、デジタル家電部門において

「Best of WPC EXPO 2003」を受賞しました。
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＊1：EPモード時。
＊2：CSV-EX9は、ハードディスク増設サービスで500GBにすることも可能です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

〈コクーン〉チャンネルサーバー

CSV-EX9
オープン価格

〈コクーン〉チャンネルサーバー

CSV-EX11
オープン価格

〈共通仕様〉●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）●メモリースティックスロット ●ワイヤレスリモコン付属

●〈バイオ〉DVD作成ソフト
「Click to DVD」対応

●写真の商品32V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビKDE-P32HV2とフローティングスタンドSU-PF2は別売です。
●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International,Inc.の日本国内における登録商標です。●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。
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シリーズ 
予約 

ケータイから 
録画予約 

おすすめ 
アルゴリズム 

マルチ 
ユーザー 

キーワードを登録、あとは自動録画。
好きな番組を、どんどん集めてくれる。思いがけない番組も発見できます。

好みを学習して賢くなっていく。
使えば使うほど、あなた好みの番組を録

と

って、すすめてくれるようになります。

あなたのテレビを賢くする。もっと楽しいテレビになる。

〈コクーン〉チャンネルサーバーを、いま使っているあなたのテレビにつなごう。

あなた好みの番組を賢く録
と

りためてくれる。いつでも好きな番組を思うまま楽しめる。

まるでテレビに頭脳がついたように、録
と

る、見る、楽しみが大きく変わります。

録画番組も、放送中の番組もシームレス。
チャンネルを切り換える軽快さで、いま見たい番組を探して楽しめます。

＊対応デジタルCSチューナーは裏表紙をご覧ください。

■大容量ハードディスクに最長約342時間録画＊。

CSV-EX11には500GB、CSV-EX9には250GBのハードディスクを

搭載。録画モードは、画質の違う3種類（HQ/SP/EP）から選択でき

ます。CSV-EX11ならEPモードで最長約342時間も録画可能です。

録画モード別最長録画時間

HQモード

SPモード

EPモード

約114時間

約171時間

約342時間

録画モード CSV-EX11 CSV-EX9

約56時間

約84時間

約168時間

＊CSV-EX11でEPモードでの録画の場合。

スカパー！に対応。
お手持ちのデジタルCSチューナー＊をつなげば、

地上波放送とスカパー！の2番組同時録画予約も実現します。



おすすめ番組を視聴中に

[MyCast]ボタンを押す。

ユーザーの好みを学び、使うほど賢くなる学習機能「おすすめアルゴ

リズム」を搭載。「おまかせ・まる録2」の設定をはじめ、録画予約、

録画番組の消去・保護などの利用情報をもとに好みを学習。使って

いくうちに、あなた好みの番組を自動録画してすすめてくれるようにな

ります。さらに、おすすめ番組が楽しめたかどうか問いかけてくるので、

それに答えることで、より一層あなたの嗜好
し こ う

を把握。次はもっと好み

に合った番組を録画するように賢くなります。

はい

どちらでもない

いいえ

問いかけてくる。2 おすすめ番組が好みにあっていたか問いかけてきます。

コミュニケーションする。3 ユーザーが選択した回答に、

メッセージと音で答えます。

光って知らせる。1 おすすめの番組を録画したら、[MyCastフロントランプ]

が光ってユーザーごとのおすすめをお知らせ。

賢くなっていく。4 「おすすめアルゴリズム」に反映し、

より好みに合った番組を録画するようになります。

4 ●写真の商品32V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビKDE-P32HV2、テーブルトップスタンドSU‐PT2Sは別売です。●画面はハメコミ合成です。 5

録画予約は〈コクーン〉におまかせ。
新「おまかせ・まる録2」で、好きな番組を集めてくれる。

地上波放送の2重映りなどのゴーストを低減する「ゴーストリダク

ションチューナー」や、映像のちらつきを抑える「デジタル3次元Y/C

分離回路」を2チューナーに搭載。さらに録画時に映像を圧縮する

際、最適な圧縮率を自動選択する「Variable Bit Rate」、映像の

ざらつきを低減する「3次元デジタルノイズリダクション」の採用に

より、なめらかで美しい録画画質を実現します。

こだわりの映像技術で、高画質を実現。

家族や興味のジャンルで、設定を
使い分けできる「マルチユーザー」対応。

「マルチユーザー」対応により、「おまかせ・まる録2」の設定は、

3組（3人）まで可能。設定は、それぞれ個別の嗜好として管理され

ます。また、見たい番組を手軽に検索できる「MyCast ビュー」

では、3組の設定がそのままカテゴリーになるので、家族や自分の

興味のジャンルで設定を使い分けると便利です。

マルチ 
ユーザー 

キーワードを登録するだけで、
好きな番組をどんどん自動録画。

「おまかせ・まる録2」は、いちいち録画予約をしなくても、好きな

番組を集めておいてくれる先進の機能。好みのキーワードを登録す

るだけで、地上波放送とスカイパーフェクTV！の電子番組表（EPG）

から条件に合った番組を検索し、自動で録画してくれます。キー

ワードは、あらかじめ用意されている中から選択するほか、ソフト

ウェアキーボードで好きなタレント名などを入力することも可能です。

おまかせ・ 
まる録2

キーワードは１設定につき最大6種類まで登録可能。

設定に付けた名前をカテゴリーとして自動的に分類、管理。

〈アルゴリズム〉：特定の目
的を達成するための一連の
処理手順。

あなたと 
話す 

あなたに 
おすすめする 

あなたを 
学習する 

使えば使うほど 
成長します。 

さらに使うほど、あなたの好みを学習して、

好きそうな番組をすすめてくれるようになる。
おすすめ 
アルゴリズム 

録画予約した番組の前に野球放送があるとき、あらかじめ野球放送

の最大延長時間を考慮して、予約番組の録画終了時刻を自動的に延

長します＊。「おまかせ・まる録2」で録画する番組にも、自動で働きます。

午後9：00 午後10：00

ニュース 野球（最大延長30分） 

ニュース ドラマ 野球（最大延長30分） 

ドラマ 

野球延長対応機能 
により録画。 
野球の延長に応じて 
録画終了時刻を延長。 

＊地上波放送のみ対応。番組を予約した日の午後7:00から午後9:00の間に野球またはサッカーの放送予定があり、電子

番組表データに放送時間延長についての情報がある場合、自動的に録画終了時刻を延長します。

●予約番組の前に野球放送がある場合

野球やサッカーの試合が延長しても、
「野球延長対応機能」で録画時間も延長。

野球延長 
対応機能 

スカパー！のアニメなどのシリーズは、
「シリーズ予約」で重複せずに録画予約。

テレビ画面で「電子番組表」をチェックして、
リモコンで手軽に録画予約。

地上波放送はもちろん、お手持ちのデジタルCSチューナー＊1を接

続すれば、スカイパーフェクTV！の電子番組表（EPG）＊2にも対応。

最大8日分の番組表をチャンネル・時刻・ジャンル別にテレビ画面

に表示し、録画したい番組を選ぶ手軽な操作で録画予約できます。

電子番組表（EPG）は、リモコンからワンボタンで呼び出せます。

＊〈コクーン〉チャンネルサーバーのスタンバイ時に同時録画されます。

＊1：対応デジタルCSチューナーは、裏表紙をご覧ください。

＊2：１日１回指定の時間のみ受信を行います。※著作権保護のための信号が記録されている放送は録画できません。

※ スカイパーフェクTV！のデジタルCSチューナーが必要です。※タイトルと番組説明が完全に一致した場合を再放送と

みなすので、同じ番組でも番組説明の情報が異なると、違う番組と認識して録画を行います。※内容が異なる番組でも、

タイトルと番組説明が全く同じときは、ひとつのタイトルしか録画されません。

2つの地上アナログ放送用チューナーを搭載。放送時間の

重なる地上波放送の2番組はもちろん、お手持ちのデジタルCS

チューナーをつなげば、地上波放送とスカイパーフェクTV！の

番組も同時に録画予約できます。「おまかせ・まる録2」でも2番組

同時録画予約が可能です＊。

スカイパーフェクTV！のアニメやスポーツの試合放送などは、

「シリーズ予約」が便利。番組タイトルを一度設定するだけで、

自動で放送スケジュールを検索し、放送される曜日や時間、

チャンネルがそのつど違っても、重複することなく録画します。

「シリーズ予約」の設定は3件まで可能。

放送時間が重なっても、
「2番組同時録画予約」で両方とも録画。

シリーズ 
予約 

2番組同時 
録画予約 

電子番組表 
（EPG） 

 



録画方式 / 録音方式

HDD容量 / HDD増設対応

最大録画時間

最大静止画記録枚数

地上波アナログ放送用チューナー（CATV対応）＊8

受信チャンネル

OS  

インターネットブラウザー＊9 

ブロードバンド回線対応（イーサネット）＊10

Click to DVD対応〈バイオ〉

メモリースティックスロット

静止画閲覧 /スライドショー

ＭＳ→HDDコピー / HDD→MSコピー（ＪＰＥＧ画像）

アンテナ入出力

コンポーネント映像出力

映像・音声（入力 / 出力）

S映像（入力 / 出力）

コントロールS（入力 / 出力）

ネットワーク回線端子（イーサネット）

リモコン

他社テレビ対応＊11

ソニーテレビダイレクト＊12

電源・電圧

消費電力（電源入り時 /スタンバイ時）

大きさ（幅×高さ×奥行）

質量

MPEG2 / MPEG1（LAYER2）

CSV-EX11：500GB / ー
CSV-EX9：250GB / ●

CSV-EX11：HQ:約114時間、SP:約171時間、EP：約342時間
CSV-EX9：HQ:約56時間、SP:約84時間、EP：約168時間

1,000枚＊7

２チューナー

VHF：1～12CH / UHF:13～62CH / CATV:C13～C38 

Linux   

●

●（ADSL / CATV / FTTH ）

CSV-EX11：●　
CSV-EX9：●（ソフトダウンロード（有料）で対応可能）

●

● / ●

●（フォルダ単位）/ ●（フォルダ単位）

VHF/UHF、1軸；75ΩF型コネクター

D1：1系統

各2系統

各2系統

各1系統

●（100BASE-TX / 10BASE-T ）

専用リモコン（リモコンモード切換：HDD1 / 2 / 3）

●

●

AC100V、50/60Hz 

CSV-EX11：約45W / 約2W＊13

CSV-EX9：約37W / 約2W＊13

430×79×360mm（最大突起部含まず）

CSV-EX11：約7.2kg
CSV-EX9：約6.6kg

CSV-EX11・CSV-EX9

システム

ネットワーク

メモリースティック

入出力端子

リモコン

電源部・その他

サービス

外出先からの録画予約

ソフトダウンロード

キーワード更新

おたのしみ番組情報

情報コンテンツ

トルミルクラブ

料金

ベーシックプラン

＠録画予約LE

●

●

●

●

●

無料

エコノミープラン

＠録画予約DX

●

●

●

●

●

315円/月（税込価格）

＊1：「カモン！マイキャスター」サービスに登録してキーワード更新を行うことで、８個増えます。＊2：スタンバイ時のみ。＊3：電子番組表情報が受信されている時のみ。番組終了時に録画停止。＊4：「カモン！マイ

キャスター」サービスへの登録が必要です。＊5：最大番組開始から終了時まで。または最大12時間。＊6：原則として1日1回スカパー！電子番組表データの受信を行います。＊7：最大4GBまで。＊8：CATVの受信

はサービス（放送）の行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、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。＊9「カモン！マイキャスター」へのアクセス専用です。＊10：本機のインターネットへの接続はADSL、ケーブルテレビまたはＦＴＴＨによ

るブロードバンド常時接続を対象としています。ADSL、ケーブルテレビインターネット、ＦＴＴＨの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ご利用

できない場合があります。本機のご使用にはＡＤＳＬ回線、ケーブルテレビ回線やＦＴＴＨ回線に対応したルーター（ブロードバンドルーター）もしくはルーター機能付きのモデムとの接続を前提としています。USBで接続

するADSLモデムではご使用できません。回線やモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL回線事業者、ケーブルテレビ会社、ＦＴＴＨ回線事業者や、プロバイダーにお問い合わせください。＊11：一部対応し

ない機種があります。＊12：ビデオ入力1/2/3/4端子、コンポーネント入力1/2端子のあるソニーのテレビでご利用できます。ただし、一部対応していない機種があります。＊13：低消費電力モード時。

画質

タイトル管理

自動番組検索・
自動予約録画

録画・予約

録画タイトルの

再生

おまかせ・まる録

おまかせ野球延長対応（地上波）

おまかせ２度録り回避機能（スカパー！）

2番組同時おまかせ・まる録＊2

おすすめアルゴリズム /コミュニケーション

電子番組表（EPG）予約 / 番組単位録画＊3

2番組同時録画予約

＠録画予約（携帯電話・パソコンからの録画予約）＊4

シリーズ予約（スカパー!）

野球延長対応/番組名予約

録画モード

タイトル一覧

自動消去 /タイトル消去保護（プロテクト）

ポーズ

早送り・早戻し / スロー再生

フラッシュ（+15秒 / -15秒）

録画同時再生 / 追いかけ再生

リピート再生

TVポーズ / ライブ放送一時保存

チャンネル別・時刻別・ジャンル別番組表

ゴーストリダクションチューナー

3次元Ｙ／Ｃ分離回路

3Dデジタルノイズリダクション（録画時）

Variable Bit Rateシステム

電界レベル対応、録画画質最適化回路

■ 主な仕様

●（おまかせ・まる録２：地上波・スカパー！）

最大１８件（6件×３組）

●（63個:スカパー！対応時）/（56個：地上波のみ）

●

●（最大3組）

●

●

●

● / ●

● / ●

●

●（地上波・スカパー！）

●（最大3件）

●（地上波）/ ●（地上波・スカパー！）

3モード（HQ / SP / EP）

●

● / ● / ●

●

● / ●

●

●（×10 / 30 / 120）/ ●（×1 / 5）

●（最大連続8回）

● / ●

●（MyCastビューフォトのみ）

● / ●（HQモード固定 ）＊5

●（地上波・スカパー！＊6）

●（×2）

●（×2）

●（×2）

●（×2）

●（×2）
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壁の 
モジュラー 
ジャック 

スプリッター 

ネットワークケーブル（別売） 
テレホンコード（別売） 

電話機へ 

ADSLモデム 〈コクーン〉 
チャンネルサーバー 

ワイヤレス 
ブロードバンドルーター 
PCWA-AR800

ワイヤレスLAN 
コンバーター 
PCWA-DE80

ネットワーク 
コネクターに接続 

〈コクーン〉チャンネルサーバーのインターネットへの接続は、ADSL回線、ケーブルテレビインターネット、FTTHを使ったブロードバンド

常時接続を対象としています。また、ワイヤレスで接続すれば、わずらわしいケーブルを気にせずに〈コクーン〉チャンネルサーバーを

設置可能。快適なホームネットワークを実現します。

＊ルーター機能のあるADSLモデムをご使用の場合は、ブロードバンドルーターではなく、

ハブをお使いください。※ADSLやケーブルテレビインターネット、FTTHのサービスを提供す

るプロバイダーとの契約が必要です。※ルーターなど接続に関する検証情報は〈コクーン〉

ホームページでご確認ください。

〈コクーン〉チャンネルサーバー 

ネットワークコネクターに接続 

壁の 
モジュラー 
ジャック 

スプリッター 

ネットワークケーブル（別売） ネットワークケーブル（別売） 

テレホンコード（別売） 

電話機へ 

ADSLモデム 

ブロードバンドルーター＊ 

パソコン 
などへ 

■ 主な機能

ハードディスク

おまかせ・まる録

スカパー！チューナー連動機能

MyCast ビュー チューナー

電子番組表
マルチユーザー対応

（最大3組）
おまかせ・まる録2

地上波/スカパー！

最大15カテゴリー

Gガイド/スカパー！EPG

（チャンネル別/時刻別/ジャンル別）

CATV対応地上アナログチューナー×2

CSV-EX11・CSV-EX9 CSV-EX11・CSV-EX9

CSV-EX11・CSV-EX9

電子番組表（EPG）

設定数

プリセットキーワード＊1

キーワード入力

マルチユーザー対応

おまかせ設定

ノーマルビュー/高速プレビュー/リストビュー

フォト対応

MyCast
ビュー

500GB（CSV-EX11）
250GB（CSV-EX9）
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最大転送速度54Mbpsを実現。

2.4GHz/5GHzワイヤレスLANコンバーター

PCWA-DE80
オープン価格

最適な電波環境のために自由な設置が可能。

2.4GHz/5GHzワイヤレスブロードバンドルーター

PCWA-AR800
オープン価格

●有線接続の例（ルーター機能の付いていないADSLモデムを使用した場合） ●ワイヤレスLAN接続の例（ルーター機能の付いていないADSLモデムを使用した場合）

●ワイヤレスLAN製品（IEEE802.11a/b/g）

■ 背面端子

おすすめアルゴリズム

ソフトウェアのダウンロードで、
機能や使いやすさが、さらにアップ。

専用サイト「カモン！マイキャスター」で、本体へのソフトウェア

のダウンロードが可能です。ダウンロードにより、「野球延長

対応機能」がスポーツ全般に対応できるようになったり、

CSV‐EX9・CSV‐E77で〈バイオ〉と連携したオリジナルDVD

作成が可能になるなど、さまざまな機能を追加できます。

※エコノミープランでご利用できる「＠録画予約DX」は、常時接続環境を活かして、最短で10分ごとにサーバーに接続するため、放
送時間直前の番組に対しても録画予約が可能です。ベーシックプランの「＠録画予約LE」は、１日２回のサーバー接続となり、携帯
電話からのご利用はできません。※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。エコノミープランのご登
録には、クレジットカードが必要です。

■有線で、ワイヤレスで、手軽にネットワークへつながる。

●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。

※ソニーのワイヤレスLAN製品の最新情報については、こちらをご覧ください。ワイヤレスLANホームページ http: / /www.sony.co. jp /Wire less/

シリーズ予約 地上波/スカパー！
シームレス選局

スカパー！チューナー
コントロール

[ その他の機能 ]

●放送時間が変更になった場合でも、番組名で検索して録画予約

時刻を自動的に変更する「番組名予約」。

●録画中の番組を最初から再生できる「追いかけ再生」。

●放送中の番組を一時停止できる「TVポーズ」。

●放送中の番組も、気になるシーンまでスピーディーに戻って再生

できる「フラッシュ機能」。

●ハードディスクの残量に合わせて、古い番組を消去する「自動

消去機能」。

●気になる動作音を抑える新メカニズム採用の静音設計。

※CSV-EX9は、「カモン！マイキャスター」からソフトダウンロード（有料）により、〈バイオ〉の「Click to DVD」に対応可能。※対象と
なる〈バイオ〉は、「Click to DVD」がプリインストールされている〈バイオ〉、または、「Click to DVD」が付属されている、〈バイオ〉専用の
記録型DVDドライブをご利用の場合に対象となります。ただし、「Click to DVD Ver.1.4」にアップグレードする必要があります。対象
となる〈バイオ〉の詳細につきましては、〈コクーン〉ホームページ（http://www.sony.co.jp/cocoon/）をご覧ください。また、「Click to
DVD Ver.1.4」へのアップグレードプログラム（無料）の提供については、VAIOホームページ内「サポート」にてご案内します。

〈コクーン〉チャンネルサーバーと連携して、DVD作成が楽しめる〈バイオ〉の対象条件。
●Click to DVD Ver.1.4 以降 ●OS：Windows XP Home Edition／Professional Edition プリインストール ●CPU :
Pentium Ⅲ 800MHz 以上、Celeron 1.0GHz 以上（Pentium 4 1.5GHz以上推奨）、Athlon 800MHz 以上、Duron
800MHz 以上、Crusoe 933MHz 以上●インストールに必要なハードディスク空き容量：600MB以上 ●動作に必要なハード
ディスク空き容量：15GB～20GB＊●メモリ：256MB以上（512MB 推奨）●DirectX 9.0b 以降 ●Windows Media Player 9 以降
＊読み込む素材の画質、時間によって変わります。また、ぴったり一枚機能を使用する場合は、さらに空き容量が必要にな
ります。※VAIO Media Ver 2.0 以降がインストールされていない場合は、バイオを〈コクーン〉チャンネルサーバーに、アクセ
ス登録する際、自動登録のみ可能です。

ネットワークでサービスを提供する
「カモン！マイキャスター」。

「カモン！マイキャスター」は、〈コクーン〉専用のネットワークサービス

です。サイト上の番組関連情報などの閲覧や、インターネットを通じ

て外出先のパソコンや携帯電話から録画予約できる「＠録画予約」、

さらには、購入後でも本機に新しい機能を追加できるソフトダウン

ロードなど、さまざまなサービスを提供します。

チャンネルを切り換えるように、
「MyCast ビュー」で見たい番組を検索。

■ MyCast ビュー概念図

ハードディスク内の録画番組や静止画、放送中の番組は、最大

15カテゴリーに自動分類され、まとめて管理。「MyCast ビュー」

で、再生したまま上下左右のスクロールで見たい番組をスピー

ディーに探して、そのまま視聴できます。

MyCast 
ビュー 

お気に入りの録画番組は、
〈バイオ〉と連携して、DVDに記録。

〈コクーン〉チャンネルサーバーと〈バイオ〉をホームネットワーク＊

で接続し、録画した番組を、〈バイオ〉に付属のDVD作成ソフト

「Click to DVD」を使ってDVDに記録。お気に入りの番組をまと

めたオリジナルDVDが作成できます。

〈コクーン〉
チャンネルサーバー

〈バイオ〉
DVD作成

デジタルスチルカメラで撮影した静止画を、
BGM付きスライドショーで閲覧。

〈サイバーショット〉で撮った静止画を大画面で閲覧。

メモリースティックスロットの搭載により、メモリースティック内の静

止画を自動で読み込み、テレビの大画面で閲覧可能。オリジナル

BGMとともにスライドショーも楽しめます。また、フォルダ単位での

ハードディスクへの保存、メモリースティックへの書き出しも可能。

保存した静止画は、「MyCast ビュー」で早送りや早戻しなど、

録画番組と同様に扱えます。

静止画 
閲覧 

●「カモン！マイキャスター」ホームページ http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/

＜ダウンロード内容＞
●「野球延長対応機能」の向上

●「おまかせ・まる録2」の機能拡張

●「シリーズ予約」の機能拡張

●「次回予約設定」の機能拡張

●スカパー！EPGの取得時間設定項目の追加　など

＊ホームネットワークへの接続については、P7をご覧ください。

※ダウンロード内容は一部変更になる場合があります。詳しいダウンロード内容は「カモン！マイキャスター」
ホームページ（http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/）をご覧ください。※ソフトダウンロードをご利用さ
れるには、カモン！マイキャスターサービスへのユーザー登録が必要になります。



安全にご使用いただくためのご注意

カタログ上のご注意

商品ご使用上の注意

地上波電子番組表（EPG）についてのご注意

ハードディスクについてのご注意

アナログ放送からデジタル放送への移行について

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

商品ご購入時のご注意

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、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」はソニー株式会社の商標です。 ●「MyCast／マイキャスト」および は、
ソニー株式会社の登録商標、または商標です。 ●MEMORY STICK、メモリースティックおよび　　 はソニー株式会社の商標です。
●『Gガイド』とは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表（EPG）技術「G-GUIDE」をベースに、
（株）インタラクティブ・プログラム・ガイド（IPG）が日本国内で運用する電子番組表（EPG）サービス。米 Gemstar-TV Guide
International, Inc.は日本国内における地上波アナログ放送型Gガイドデータ放送をIPG社に委託し、現在TBS（（株）東京放送）系列を中
心に全国３０地区３１放送局から行われております。●「iモード」および「i-mode」ロゴは、NTTドコモの登録商標です。●「Ezweb」はKDDI
株式会社の登録商標です。●「ボーダフォンライブ！」、「J-SKY」はボーダフォン株式会社の登録商標です。●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TM、®マークは明記していません。
商品ご使用上の注意 ●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。
●著作権保護のための信号が記録されている映像は録画できません。●CSやBSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が
必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●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。 ●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、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。
地上波電子番組表（EPG）についてのご注意 ●地上波電子番組表として「Gガイド」を採用していますが、当社が「Gガイド」の電子番組

表サービスを保証するものではありません。（運営主体は（株）インタラクティブ・プログラム・ガイド）●お住まいの地域が「Gガイド」の対
象地域でない場合は、電子番組表の受信はできません。●電波状況や気象条件などにより、電子番組表を受信／更新できないこともあり
ます。 ●「接続と準備」が終わってから電子番組表の受信が終了するまでに、1日程度かかることがあります。 ●放送局側の都合により、
番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。
ハードディスクについてのご注意 ●ハードディスク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
録画内容の補償についてはご容赦ください。
アナログ放送からデジタル放送への移行について ●地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から
開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されています
が、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として
決定されています。
アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには ●別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー
内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は
異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビン
グができない場合があります。
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、このチャンネルサーバ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。

〈コクーン〉チャンネルサーバーとテレビ

は、映像・音声ケーブルとアンテナ線

で接続します。

〈コクーン〉チャンネルサーバーとデジタ

ルCSチューナーは、映像・音声ケーブル

とCSデータ入力ケーブルで接続します。

ビデオデッキやDVDレコーダーなどを

映像・音声ケーブルで接続すれば、

〈コクーン〉チャンネルサーバーで録画

した番組をVHSテープやDVDに保存

することができます。

AVMP-1   Printed in Japan.   （84990693）R

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。

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

2004.3
カタログ記載内容2004年3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

EWTP-1   Printed in Japan.   （84991461）R

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

※ハードディスク増設サービスは、在庫がなくなり次第、終了させていただきま
す。あらかじめご了承ください。※ハードディスクはご自身で増設することはで
きません。

CSV-EX9の内蔵ハードディスクを増設することで、

録画時間を増やすことができます。

増設ハードディスク容量：250GB

増設価格：52,290円（税抜価格49,800円）

地上波電子番組表（EPG）は

全国で使えます。

下記のいずれかの放送局を受信できる地域で、EPGサービス

がご利用になれます。下記の放送局以外でも、お住まいの地

域で受信可能な放送局の番組が表示されます。

●北海道：北海道放送（HBC）●東北：青森テレビ（ATV）、秋田テレビ（AKT）、

IBC岩手放送（IBC）、テレビユー山形（TUY）、東北放送（TBC）、テレビユー福島

（TUF）●関東：東京放送（TBS）●中部：新潟放送（BSN）、信越放送（SBC）、

静岡放送（SBS）、中部日本放送（CBC）、テレビ山梨（UTY）、チューリップテレビ

（TUT）、北陸放送（MRO）、福井テレビ（FTB）●近畿：毎日放送（MBS）、朝日

放送（ABC）●中国／四国：山陽放送（RSK）、中国放送（RCC）、テレビ山口

（TYS）、山陰放送（BSS）、あいテレビ（ITV）、テレビ高知（KUTV）●九州／

沖縄：RKB毎日放送（RKB）、長崎放送（NBC）、大分放送（OBS）、熊本放送

（RKK）、宮崎放送（MRT）、南日本放送（MBC）、琉球放送（RBC）

※〈コクーン〉チャンネルサーバーの地上波電子番組表として、米Gemstar-TV

Guide International, Inc. が開発した「Gガイド」を採用しています。※ただし

お住まいの地域や電波状況によっては地上波電子番組表を受信できない場合

があります。※「Gガイド」につきましては、「カタログ上のご注意」をご覧ください。

ハードディスク
増設サービス

〈コクーン〉 
チャンネルサーバー 

テレビ 

ビデオデッキ・DVDレコーダーなど デジタル 
CSチューナー 

映像・音声ケーブル 映像・音声ケーブル 

CSデータ入力ケーブル 
（チャンネルサーバーに付属） 

映像・音声ケーブル 

アンテナ線 

※本機とテレビは直接接続してください。※映像・音声入力端子がないテレビと本機をつなぐことはできません。

：DST-CR1、DST-DP1、DST-SP1、DST-SP5、DST-SD3、DST-SD5、DST-MS9、DST-D900

：SU-CS7、SU-CS6、SU-CS5、SU-CS3、SU-CS1

：CSR-B5、CSR-B4、CSR-B3

：TU-DSR50、TU-DSR46、TU-DSR45、TU-DSR40

※対応チューナーについて、
詳しくは〈コクーン〉ホームページをご覧ください。

http: / /www.sony.co. jp /cocoon

●ソニー
●アイワ
●東 芝
●松 下

動作確認機種（2004年3月現在）

スカパー！

ダビング

テレビ ●AV機器との接続例

■さまざまなAV機器とつながって、楽しみはさらに広がる。

●対応デジタルCSチューナー

（増設後容量：500GB）

「訪問サポートサービス」で、
設定をお手伝い。

〈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

まで、ご自宅へ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「デジホームサポート」ホームページをご覧になるか、下記へお電話ください。
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※訪問料8,400円（税抜価格8,000円）は別途ご請求させていただきます。※料金は、2004年3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、追加料金のかかるエリアもあります。

プロバイダー設定

パソコンと回線共有設定

ルーター設定

12,600円

7,350円

4,200円

サービスの一例

（税抜価格12,000円）

（税抜価格7,000円）

（税抜価格4,000円）

※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。

◎商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
ソニーお客様ご相談センター
ナビダイヤル 0570-00-3311
（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 03-5448-3311
●受付時間　月～金 9:00～20:00  土・日・祝日9:00～17:00
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

受付時間 平日・日・祝 10：00-18：00（年末年始は除く）
0466-31-5140

詳細は、〈コクーン〉ホームページをご覧ください。
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