
思い出まとめてアルバム作り

子どもの成長記録 を

ひとまとめ！
パーソナルコンテンツステーション™

パーソナルコンテンツステーション

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません

LLS-201



スマートフォン、タブレット、
デジタルカメラにデジタルビデオカメラ…

大切な写真と動画が、

ばらばらに

なっていませんか？

先日の旅行は、ほとんど
デジタルカメラで撮った。
でもバーベキューの様子は
ビデオカメラで撮影したな。

普段は写真も動画も
スマートフォンで撮ってる。
そういえばタブレットにも

写真がたまってきてるな。

管理するのも、
見るのも、面倒だ。

普段は写真も動画も
マートフォンで撮ってる
ういえばタブレットにも

真がたまってきてるな。
そ

写真

スマ

う

真

先日の旅行は、ほとん
デジタルカメラで撮っ
でもバーベキューの様
ビデオカメラで撮影し

・・・そこで、まとめて問題解決！

パーソナルコンテンツステーション
LLS-201

オープン価格

■主な仕様
●記録容量 ： 1TB（テラバイト）*
●ワイヤレスLAN ： IEEE802.11 a/b/g/n（2.4GHz/5GHz）、インフラストラクチャモード、Wi-Fiダイレクトモード
●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x1
【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)

●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】SD/SDHC/SDXCメモリーカード

●NFC ： ワンタッチ機能
●DLNA ： DMS
●再生対応フォーマット ： 【写真】JPEG、MPO、RAW

【動画】AVCHD、MP4、MPEG2 SD、MOV、3GPP（3GPP2）、AVI、MPEG1
●ビデオコンバージョンフォーマット MP4（1080p、720p、VGA、QVGA）
●電源 ： AC-DCアダプター 【入力】AC 100V-240V、50Hz/60Hz 【出力】DC12V/2.5A（最大）
●消費電力 ： 約8W（再生時）
●外形寸法 ： 約172mm x 32mm x 172mm（幅/高さ/奥行き）
●本体質量 ： 約500g（本体のみ）
●専用アプリ対応機種 ： Android OS（Ver.2.3以降）のAndroidスマートフォンおよびタブレット端末に対応

iOS 6.0以上のiPhone, iPod touch, iPad, iPad miniに対応

＊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
※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です
※すべての環境で動作を保証するものではありません

■主な特長

●NFC対応スマートフォン／タブレットをかざすだけのワンタッチバックアップ

●専用アプリを使ってスマートフォン／タブレットからワイヤレス操作

●Wi-Fi搭載スマートフォン／タブレットからワイヤレスで保存

●取り込んだ写真や動画をスマートフォン／タブレットでワイヤレス再生

●HDMI出力端子搭載。大画面テレビで高画質再生

●AVCHDフォーマットなどの動画をスマートフォン／タブレットで
　視聴できるMP4ファイルに変換

●取り込んだ写真や動画をスマートフォン／タブレットから
　 SNSなどのクラウドサービスへアップロード

●USB給電対応（最大2.1A）。多くのスマートフォン／タブレットへの給電が可能

大容量1TB（1,000GB）ハードディスクを内蔵



大 切な写 真と動 画を、ワイヤレスでらくらく管 理！

再 生
給 電

生
取り込んだ写真や動画を
いろいろな機器で再生して楽しめる！
●スマートフォン／タブレットでワイヤレス再生
スマートフォン／タブレットとWi-Fi接続し、
取り込んだ写真や動画をワイヤレスで表示・再生できます。

　●大画面テレビで高画質再生
HDMI出力でテレビに接続すれば、フルハイビジョン（1080/60p対応）の高画質再生が可能。
スマートフォン／タブレットの専用アプリによるリモコン操作も楽しめます。

　●家の中のさまざまな機器で再生
DLNA機能を持つさまざまなホームネットワーク内の機器から、取り込んだ写真や動画を表示・再生できます。

大 切な写 真と動 画を、ワ

いろいろな機器で撮った
写真や動画を簡単に取り込む
●スマートフォンでワンタッチバックアップ（NFC）
NFC対応スマートフォン／タブレットなら、
タッチするだけでアプリが起動し、本体に未保存の
写真と動画をすべて自動的にバックアップします。

　●Wi - F i搭載機器からワイヤレス転送
Wi-Fi搭載のスマートフォン／タブレットから
ワイヤレスに取り込めます。
また、ソニー製のWi-Fi機能付きデジタルカメラからは、
無線アクセスポイント経由でワイヤレスに取り込めます。

　●USB接続／メモリーカード挿入で転送
USBケーブルでの接続やメモリーカードの挿入によっても取り込めます。
※対応メモリーカードは主な仕様をご確認ください。

デジタルビデオカメラで撮影した動画を
変換してスマートフォン／タブレット上で再生

●高画質な動画をさまざまな機器で再生可能に
多くのデジタルビデオカメラ／デジタルカメラで採用されている

高画質AVCHDフォーマットのファイルなどをMP4ファイルに変換。
スマートフォン／タブレットでストリーミング再生したり、

ファイルを機器に転送して持ち出して楽しめます。
また、ファイルを軽くしてから動画共有サイトにアップロードするのにも便利です。イ をを軽くしてから動画共有サイイトにアップ ドするのにも便利です。

USB接続した機器を充電できる

データ転送中も給電が可能です。

変 換

お好きな画像をコピー。そして万全のバックアップ好きな画画像をコピー。。そして万全全のバックアップ
●メモリーカードやUSBストレージへの出力、バックアップが可能

本機に保存された写真や動画は、メモリーカードやUSB外付けストレージへのコピーが可能。
さらにUSB外付けハードディスク*などを使えば、本機に取り込んだすべての動画のバックアップもできます。

前回のバックアップ後に取り込まれた新規画像だけを効率よく自動でバックアップし、
本機内の画像を削除しても外付けハードディスクにしっかり残せます。

＊ファイルシステムFAT32、2TBまで対応

バック
アップ

取り込み 保存した写真や動画を、SNSや動画共有サイトへ
●スマートフォン／タブレットから直接アップロード

写真や動画を手元のスマートフォン／タブレットから
SNSなどのクラウドサービスにアップロード。

お手持ちのスマートフォン／タブレットでご利用中のアプリを使って、
保存されている写真や動画を簡単にシェアできます。

共 有

専用アプリ「PCS  Man a g e r」
（ピー・シー・エス  マネージャー）

本機の操作設定は、専用アプリ「PCS Manager」
（ピー・シー・エス マネージャー）で行います。
Google Play（Androidスマートフォン／タブレット用）、
App Store（iPhone、iPod touch、iPad用）から
無料でダウンロードできます。

ワイヤレスをますます便利にするNFC
NFCは、近距離無線通信技術の国際標準規格です。
NFC対応機器をNFCマークにかざすだけで機器認識され、
さまざまなデータのやりとりを行い、使い勝手を向上できます。
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好きな画画像をコピー そして万全全のバックアップ

●スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、
デジタルビデオカメラにUSB接続で給電（最大2.1A）
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カタログ記載内容2014年2月現在CXKP  Printed in Japan.  （84945092）
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安全に関する注意

警告

商品を安全に使うため、
使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ワイヤレス機能ご使用上のご注意
●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。
　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でください。
　電波が影響をおよぼし、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してください。
　電波が影響をおよぼし、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でください。
　電波が影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります

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 ●掲載商品の中には
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
商品購入時の注意 ●掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年
月日が記入されているかお確かめのうえ、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。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、このパーソナルコン
テンツステーションの補修用性能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

パーソナルコンテンツステーションについて詳しくはこちら
sony.jp/rec-media/


