
はゲームだけじゃない。たくさんのサービスが楽しめる！PlayStation®4

パパママ必見！ちょっと幸せになるPS4®の使い方
▶友人、家族が集まる年末年始はPS4®でバッチリ！
▶PS VRで未知の体験を
▶子どもと一緒にPS4®で遊ぼう！
▶PS4®を120％活用しよう！
▶PS4®でスポーツを堪能しよう！
▶PS4®のある生活
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　年末年始は友人たちや家族と一緒に過ごす時間が増え
るもの。そんな年末年始を楽しく過ごすために最適なア
イテムの１つが、PlayStation®4だ。ゲームプレイはも
ちろん、連携している多彩なサービスを利用することで、
さまざまなことが実現できる。ここでは、数あるコンテ
ンツから、大勢で楽しめるカラオケやビデオ、ミュージ
ックをピックアップして解説。「友人が遊びに来たから、
ゲームをやめて一緒に映画やアニメを観たい」、「親戚が
家に集まるのでカラオケ大会がしたい」、「流行の音楽を
聴きたい」などの、さまざまなニーズに応える懐の広さ
がPS4®の魅力。ぜひ、PS4®をゲットして年末年始を
充実させよう！

「友人と自宅でカラオケパーティーを楽しみ
たい」、「自宅でじっくり練習したい」という
ときは『JOYSOUND.TV Plus』や『カラ
オケ＠DAM』を利用するのがオススメ！　
どちらもPS4®に専用アプリをダウンロード
し、チケットを購入するだけで、自宅で本格
カラオケを楽しめるサービス。ぜひホームパ
ーティーやファミリーで利用しよう！

▲歌唱中に「メロディーどおりに歌えているか」「こぶしやビブラー
トが上手に使えたか」などをわかりやすく表示。

▲通常のカラオケの他に、PS VR対応コンテンツも好評配信
中。360°パノラマ表示の新鮮なカラオケ体験も。

PlayStation®4の機能を活用
すればエンターテインメントの
楽しみの幅が広がる

ハイクオリティな音源と
映像による本格的な
カラオケが手軽に楽しめる!

カラオケ
　TV番組やカラオケ店でおなじみの「精密採点」
を搭載。おうちで歌唱・アップのトレーニングにも
最適!!

　全国のライバルと曲別のランキングが競える「全
国採点オンライン」が利用可能。「PS Plus」会員
向けには、うれしいお買い得チケットの販売も。

カラオケ＠DAM for“PlayStation®4” JOYSOUND TV Plus

●24時間チケット300円（＋税）、30日間チケット1,000円（＋税）※1 ●24時間チケット300円（＋税）、20日間チケット1,000円（＋税）※2

友人、家族が集まる年末年始はPS4®でバッチリ！
パパママ必見!

PlayStation®4の使い方

ちょっと幸せになる

カラオケや映画、音楽、PS VRまで1

▲ゲームプレイはもちろんのこと、月額料金のサービスに加入することで、
カラオケや映画といったコンテンツが好きなだけ楽しめるようになる。

※PS4®はインターネットに接続することでさまざまなネットワークサービスをお楽しみいただけます。

※1：365日間チケット10,000円（＋税）
※2：PS Plus会員専用30日間チケット800円（＋税）

イ
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ス
ト
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瀬
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み
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　PS4®では映画やアニメ、ド
ラマの最新作を手軽にチェック
できるPlayStationTM Videoや、
各ビデオサービスアプリで、さ
まざまな映像を観ることができ
る。家族みんなで楽しもう！自宅のリビングで最新作を楽しむ！

ビデオ

　PlayStationTM Musicでは、4,000万以上の
曲が聞き放題！　気分が盛り上がる「パーティー」
やスポーツ時に最適な「ワークアウト」など多彩
なプレイリストがあるのもうれしい。また、自分で
プレイリストを作り、共有することも可能だ。

4,000万曲以上が聞き放題！
ミュージック

 シャッフルプレイ
 広告ナシ
 スキップ無制限
 オフラインでも聴ける
 好きなトラックを

  いつでも再生
 高音質

◀
す
べ
て
Ｐ
Ｓ
４
Rで
完
結
す
る
の
で
、
手
軽
に

利
用
で
き
る
の
が
あ
り
が
た
い
と
こ
ろ
だ
。

ル＆キャンペーン」や「無料コ
ンテンツ」など、気軽に楽しめ
るコンテンツも豊富だ。

　PlayStationTM Videoでは、
デジタル先行を含む注目タイト
ルを多数配信している。「セー

　オリジナルの作品が充
実するAmazonビデオ
やNetflixをはじめ、さ
まざまな映像ジャンルの
サービスアプリが利用可
能。また、YouTubeの
ようにVR対応の映像で
あれば、PS VRで楽し
むことができる。

PlayStation®4で広がる
映像エンタテインメント!!

充実したテレビ＆ビデオサービスで
映画・アニメ・ドラマも見放題!!

▲アプリ自体はどれも無料でインストールできる。YouTubeやTwitchと
いったサービスなら、コンテンツの動画もすべて無料で楽しめる。

最新作をイチ早く！

ゲームファン向けの厳選タイトル！

返却＆延滞金も不要！

 手軽に支払いができる！

　PS Musicはフリープランでも全
曲無料！(※ただし、曲の合間に広
告が入り、視聴時間や視聴方法に制
限があり）まずはアプリをダウンロ
ードして試してみては？

　SENアカウントとSpotifyRアカ
ウントをリンクすると、はじめの２
カ月間はわずか196円（税込）で
プレミアムプランを試すことが可能。

FreeとPremium、
好きなほうを選べる!

SENアカウントとの
リンクで
2カ月間90％オフ！

Spotify Premium

●980円（税込）／月

好きな音楽を
ゲームのＢＧＭに

　PS Musicで配信されている音楽
は、そのままゲームのBGMにでき
る。気分を変えてプレイしてみよう。

さまざまな
デバイスで楽しめる
　XperiaTM（※）のスマホやタブ
レットにも対応。ダウンロードして
聞けば通信データ量の心配もなし。

劇場同時や、レンタル店よりも早い作品が、自宅で手軽に楽しめる！

まるでゲームのような世界観の新作・旧作タイトルが充実！

視聴後の返却忘れや追加の支払いが発生する心配なし！

SENアカウントにチャージすれば観たいタイトルを好きなだけ楽しめる！

1

2

3

4

※各サービスのご利用によっては、有料となる場合があります。

※AndroidTM OS 4.0.3 以降。500MBの空き容量があればすべてのデバイスに対応しています。
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▲ドライビングゲームをプレイしたことがない人
でも楽しめる設計になっている。

　ゲームに入り込むような体験ができるPS VR。
１人で楽しむのはもちろん、TVモニターに出力
された映像を観ているほかの人たちと一緒に楽し
めるパーティゲームも豊富。年末年始はぜひ未知
の体験を家族みんなで共有しよう！

　シリーズ最高のクオリティを実現す
ると同時に、“モータースポーツを生
まれ変わらせる”ことを目指すリアル
ドライビングシミュレーター。じつに
140台のクルマを収録している。

　ラインナップも充実してきて、
バラエティあふれるゲームが楽し
めるようになったPS VR。ここ
では盛り上がること間違いなしの
タイトルを紹介していこう。

グランツーリスモSPORT
●SIE●希望小売価格：6,900円（＋税）、リミテッドエディション：9,900円（＋税）
DL版：7,452円（税込）、DL版デジタルリミテッドエディション：8,532円（税込）●発売中（2017年10月19日）

▲箱庭のようなフィールドを舞台に、拠点から魔
物の巣を展開して領土を広げていこう。

　食物連鎖を考えながらフィールド上
に魔物の生態系を構築し、勇者を撃退
して領土を拡大していくリアルタイムス
トラテジー。大繁殖させた魔物たちで
勇者の拠点に攻め込もう！

Ｖ！勇者のくせになまいきだＲ
●SIE
●希望小売価格：4,900円（＋税）、DL版：5,292円（税込）　●発売中（2017年10月14日）

▲宮本ひかり、アリソン・スノウに続く第３弾。
新たなシチュエーションを楽しもう。

▲今後もさまざまなタイトルの発売が予定さ
れているので、こまめに情報をチェック！

　家庭教師として教え子の女の子と１
週間をともに過ごす作品。VRならで
はの実在感を持つキャラクターとの会
話を楽しみながら、身近な距離でふれ
あえるシチュエーションを体験できる。

サマーレッスン：新城ちさと 七曜のエチュード
●バンダイナムコエンタテインメント
●DL版：2,980円（税込）●発売中（2017年10月12日）

PS VRで楽しめる
オススメコンテンツ!!

　PS VRは約２〜３メートル先に焦点が合うように
設計されています。お使いの眼鏡がその範囲を正しく
見えるよう矯正するものであれば問題ありません。

Q
A

メガネをしていても遊べますか？

はい。かけたまま遊べます

　PS VRの対象年齢は12歳以上となります。12歳未
満のお子様はVRヘッドセットを使用できません。ただし、
ソーシャルスクリーンで遊ぶのは問題ありません。

Q
A

子どもでも遊べますか？

ヘッドセットを使用することはできません

　PlayStationR4本体と、PS VRに同梱されている
PlayStationRCameraを接続すればプレイすること
ができます。

Q
A

PS VRで遊ぶには何が必要ですか？

PlayStation®4が必要です

　ゲームなどをプレイすることはもちろん可能ですが、
PlayStation®Cameraの初期設定などを行う際には
TVを見ながら設定していただく部分もあります。

Q
A

TVに接続しなくても使えますか？

基本的には接続が推奨です
PS4®Proがあれば
さらにリッチに!!
　PS4RProがあれば、
PS VRの映像がより
美しくなり、ロード時
間も短縮される。より
よい環境で唯一無二の
ゲームを楽しむなら、
PS VR ＋ PS4RPro 
で決まりだ！

　シューティングゲー
ムを遊ぶのにぴったり
なコントローラーがこ
ちら。持ち方や狙いを
定めている場所はゲー
ムにそのまま反映され
るので、よりリアルな
プレイを楽しめる。

PlayStationⓇVR シューティングコントローラー

　より直感的な操作で
PS VRのゲームを楽
しめるモーションコン 
トローラー。使わなく
ても従来のコントロー
ラーで代用できるが、
PS Move専用タイト
ルの場合は必須となる。

PlayStationⓇ Move モーションコントローラー

あるとうれしい
周辺機器をチェック！

■ディスプレイ方式：OLED
■ディスプレイサイズ：5.7インチ
■ディスプレイ解像度：1920×RGB×1080

■希望小売価格：カメラ同梱版￥44,980（＋税）
■VRヘッドセット：約600 g （ケーブル含まず）、
　プロセッサーユニット：約300g

PS VRで未知の体験を

Q&A

スペック（最新モデルCUH-ZVR2シリーズ）

Ⓒ2017 Sony Interactive Entertainment America LLC ⒸBANDAI NAMCO Entertainment Inc. ⒸSony Interactive Entertainment Inc. ⒸSony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.
Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or 
recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered 

trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Produced under license of Ferrari Spa. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of 
Ferrari Spa. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari Spa property under design, trademark and trade dress regulations

BRAVO TEAM
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▶まるで自分がゲー
ムの世界に入ったか
のような体験ができ
るPS VR。一度プ
レイしたら忘れられ
なくなる!?

▲物語の時間軸の最後に位置する後日譚「エン
ド オブ ゾイ」を新規に収録している。

　主観視点へのフルモデルチェンジや
VRへの完全対応をはじめとした新技術
の導入など、数々の変革に挑んだ最新
作。本作は新たなDLCも含む、完全
版ともいえる内容となっている。

バイオハザード7　レジデント イービル ゴールド エディション
●カプコン
●希望小売価格：4,990円（＋税）、DL版：4,990円（税込）●2017年12月14日発売

って生まれる圧倒的な臨場感で、ゲ
ームの世界に本当に入り込んでいる
かのような存在感と実在感を得られ
る。まさに唯一無二の体験が可能！

遊び方は豊富。また、ヘッドセット
に映し出される映像は、ソーシャル
スクリーン機能によってモニターに
も出力されるので感動を共有できる。

　VRヘッドセットをかぶると、プ
レイヤーの360度全方向を取り囲
む迫力のある3D空間が出現！　独
自の３Ｄオーディオ技術との連動によ

　VRヘッドセットをかぶったプレ
イヤーとほかのプレイヤーが一緒に
楽しめるパーティゲームや、オンラ
インマルチプレイ対応のゲームなど、

P S  V R な ら こ ん な 遊 び か た が で き る ! !

没入感を超えたまったく新しいプレイ感覚

◀１人で楽しむホラ
ーゲームのような作
品だけでなく、みん
なで盛り上がるパー
ティゲームもたくさ
ん用意されている。

家族や友人とも遊べる多彩なゲーム!!

ゲームの
世界にいる
体験！

多彩な
プレイ体験
を約束

大スクリーンでゲームや映画が楽しめる！
　プレイヤーはVRヘッドセットに映し
出される仮想空間内の巨大な画面で、
通常のゲームや映画、YouTubeや
Netflixといった動画サービスなどの
コンテンツを２Ｄで楽しめる。実際に
大型TVモニターを用意するのは難し
くても、PS VRならすぐに解決。巨大
スクリーンを独り占めするという贅沢
な夢を叶えることができる。

▲どんな体勢でも鮮明な小サイズから、視界の
中に収まらない大サイズまで、３つのサイズか
ら選べる。

シ
ネ
マ
テ
ィ
ッ
ク
モ
ー
ド

複数人で盛り上がれる！
　VRヘッドセットの映像をテ
レビモニターに映すこともでき
る。ヘッドセットの映像をその
ままテレビモニターに映すミラ
ーリングモードだけでなく、ヘ
ッドセットをつけた人をゲーム
内のキャラクターとしてモニタ
ーに表示させて、対戦や共闘が
できるセパレートモードも！

▲VR世界の映像を同時にTV画面にも表示でき、周
囲にいる人も一緒にコンテンツが楽しめる。

ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
ク
リ
ー
ン

遊びながらＶＲの機能が学べる
　無料の『THE PLAY
ROOM VR』には、 
はじめてのVRに最
適な６つのゲームが。
ヒーローになって巨
大怪獣と対戦する

「モンスターエスケ
ープ」やチーズをか
けてバトルする「キ
ャット＆マウス」で
盛り上がろう！

▲『THE PLAYROOM VR』はソーシャルスクリーンのゲーム
なので、家族みんなで遊べるところがポイントだ。

無
料
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
コ
ン
テ
ン
ツ

Ⓒ2016 Sony Interactive Entertainment Europe.　ⒸCAPCOM CO., LTD. 2017 ALL RIGHTS RESERVED. Ⓒ2016-2017 360Channel, Inc. The Content on the Little Star Media Services （“Services”）, including 
without limitation, the text, software, scripts, graphics, photos, sounds, music, videos, interactive features and the like （“Content”） and the trademarks, service marks and logos contained therein （“Marks”）, are 
owned by or licensed to Little Star Media （“LSM”）, subject to copyright and other intellectual property rights under the law. Copyright Ⓒ since 1998 DMM All Rights Reserved. Ⓒ2014 Google

　最近はVR動画を配信しているサービスが多く、手
軽に360度全方向を取り囲む迫力のある3D空間や実
在感のあるキャラクターなどを体感することができる。
そし て、「YouTube」や 「360CHANNEL VR」、

「DMM.com」といったPlayStationRと連携している
サービスはVRにもしっかり対応しており、PS VRが
あれば手軽にVR動画を楽しめるのがうれしいところだ。

◀
ア
プ
リ
自
体
は
無
料
で
ダ
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ロ
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ド
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き
る
の
で
、
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て
み
よ
う
。

映像のコンテンツも盛りだくさん！

Littlstar VR360Channel VR
●株式会社 360Channel
●PS VRアプリ
●ダウンロード版 無料

DMM.com
●株式会社 DMM.com
●アプリケーション
●ダウンロード版 無料

●Little Star Media, Inc.
●PS VRアプリ
●ダウンロード版 無料

YouTube
●Google Inc.
●アプリケーション
●ダウンロード版 無料

Ocean Descent

THE PLAYROOM VR

つみきBLOQ VR
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「ゲームを買ったら家族との会話が減った——」。そんな
ことを言われていたのはもはや昔のこと。今では親子で
ゲームを楽しむのは当たり前。親が家に帰ったら、まず
は子どもとゲームの話をするという家庭もある。ゲーム
は子ども同士のコミュニケーションツールであるのと同
時に、親子間でのコミュニケーションにも役立っている。
　どんなタイトルであっても、同じゲームを遊べば会話
のネタには事欠かないが、とりわけオススメなのが２人
以上での協力プレイを行えるもの。プレイ体験を共有す
れば、ただ同じゲームをプレイするよりもより会話がは
ずむこと間違いなし!!　そんな協力プレイが可能なタイ
トルから、オススメの３タイトルを紹介する。

家族でPlayStation®4を
一緒に遊ぶなら協力プレイが
あるタイトルがオススメ！

▲同じ苦労や達成感を味わった共感は、リアルでもゲームでも差はない。一
緒に遊べば、年齢の差など関係なく「ゲーム仲間」になれるはず！

※PS4®はインターネットに接続することでさまざまなネットワークサービスをお楽しみいただけます。

子どもと一緒にPS4®で遊ぼう！
パパママ必見!

PlayStation®4の使い方

ちょっと幸せになる
2

　アーケードでも大人気のリズムアクショ
ンシリーズ最新作。演奏に使うのは２つの
ボタンだけで、リズムアクション初心者で
も遊びやすいのが特徴。２人が協力してプ
レイできるのはもちろん、家族や友だちが
最後に遊んだ演奏データとの競演も可能な
ので、親子で「セッション」を楽しめる。

オススメ
タイトル 太鼓の達人 セッションがドドンがドン！

人気の楽曲を多数収録！2人プレイで大盛り上がり！

子どもととにかく盛り上がる！
太鼓とバチ for

PlayStation®4も登場！
CHECK!

　実際に太鼓型のセンサーをバチでたたい
て演奏できる専用コントローラも登場。こ
れで遊べば自宅でお祭り気分を楽しめる!!

▲ポップスやアニメの楽曲が豊富に収録
されているのも本作の魅力の１つだ。

◀２人プレイでは難易度が同じでも、と
ころどころ両者の譜面が異なっている。

イ
ラ
ス
ト
／
岩
瀬
さ
と
み

家族とゲームで大盛り上がり!!
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オススメ
タイトル KNACK（ナック） ふたりの英雄と古代兵団

オススメ
タイトル Minecraft: PlayStation®4 Edition

突如人類を襲い
はじめた古代兵器の
謎に迫れ!!

巨大建築物を
子どもと一緒に
作り上げよう！

子どもと協力プレイ！

子どもがいろいろ学べる！

◀ナックと相棒の少年・ルーカス
たちが繰り広げる、壮大なストー
リーも本作の魅力の１つ。アクシ
ョンあり、バトルあり、イベント
も盛りだくさんの、映画さながら
の冒険を体験することができる!!

◀想像のままにさまざまな建築が
行える本作。作り上げるのは巨大
な城？　それとも未来の我が家!?

◀
危
険
な
冒
険
も
、
２
人
の
ナ
ッ
ク
が
そ
ろ
え
ば
怖
く
な
い
！

　PlayStation®4はオンライン環
境があれば、手軽にブロードキャス
ト（配信）が行える。ただし、ブロ
ードキャストにはオンラインサービ
スのアカウントが必須となる。事前
に準備が必要なので、注意しよう。

PS4®なら手軽にブロードキャストを体験できる！

●ニコニコ生放送
●Twitch
●YouTube

ブロードキャストができる
オンラインサービス

▲PlayStation®Cameraがあれば、顔を表示してブロードキャストを行う
こともできる。親子でゲーム実況者としてデビューすることも夢じゃない!?

❶ゲーム中にSHAREボタンを押し、［ゲームプレイをブロードキ
ャストする］を選ぶ

❷オンラインサービスを選ぶ（チャンネルを複数持っている場合
はチャンネルを選択する画面が表示される）

❸ブロードキャストの準備をする（説明を入力したり、
PlayStation®Cameraの映像やマイクの音声を含めるかど
うかも選べる／OPTIONSボタンを押すと詳細を設定可能）

❹［ブロードキャストを始める］を選ぶ

大人と一緒に
ブロードキャストを楽しもう！

注目!!

協力プレイで
バトルも謎解きも
効率アップ！

ネットでノウハウを勉強して子どもに伝授!?

CHECK!

CHECK!

　敵との戦闘はもちろん、手分
けして仕掛けを動かせるなど、
謎解きでも協力プレイが有利！

　遊びやすく、わかりやす
いルールで多くの人に楽し
まれている本作。だが、鉱
石探しのコツなど、最初は
難しい要素も多い。そうい
った部分を事前に調べて子
どもの前で披露すれば、頼
れるパパママとして尊敬さ
れることまちがいなし!?　
奥深い本作の世界を、家族
と一緒に楽しんでいこう!!

　古代遺跡のかけらから生まれたユニ
ークなヒーロー・ナックを操作して、
多彩な敵やステージに挑むアクション
ゲーム。協力プレイでは、専用のタッ

　木や土がブロックでできた世界で、
ブロックを壊したり再配置したりし
て、自由に世界の形を作り変えられ
るタイトル。ゲームを通して問題解
決能力や創造性、協調性などを学べ
るため、一部教育機関で授業に採用

グアクションが使えるだけでなく、協
力プレイ専用のルートなども登場。子
どもと一緒にプレイして、助けてあげ
たりテクニックを披露してあげよう!!

されているほどの奥深い作品だ。マ
ルチプレイにも対応しており、１つ
の世界を一緒に協力して探索したり、
お互いが空いた時間にプレイして作
った家や地形などを報告しあうなど、
幅広い遊びを楽しむことが可能だ。

◀
相
談
し
た
り
協
力
し
た
り
し

て
、
ス
テ
ー
ジ
を
突
破
せ
よ
!!

▲なかでも難しいのがレッドストーンを使った回路作り。
大学で学ぶ回路とほぼ同じ原理で作られている。

▶オンライン環境
がなくても、複数
のコントローラー
を使っての協力プ
レイが楽しめる!!

画面分割に
よるマルチ
プレイにも
対応!!

※PS4®でのブロードキャスト配信には18歳以上の方のSENアカウ
ントが必要です。
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　PlayStation®4は、備えられているさまざまな機能
や周辺機器と連動させることで、より幅広いシーンで使
うことができる。例えば子どもがテレビ番組を見ていて
るときでも、PlayStation®Vita（以下、PS Vita）を
使ってPS4®のゲームをプレイできたり、外出先でPS 
4®に保存したコンテンツを楽しむことができるなど、
利用場面は多彩。
　また、ネットワークレコーダー「nasne（ナスネ）™」
を使えば、テレビ番組の視聴＆録画も思いのまま！　家
庭のメディア機器の中心にPS4®を置くことで、多くの
機器でゲーム、映像、音楽などのエンターテイメントを
心行くまで楽しめる。各機器との連動の設定も簡単！

　リモートプレイとは、PS4®を遠隔操作できる
アプリケーションのこと。PS VitaやPC（Mac
でもWindows PCでも可）で使用することがで
きる。PS4®とほかの機器を連動させるには、

Sony Entertainment Networkアカウントが必
要。PCやスマホでの利用はリモートプレイ用の
アプリをインストールして、アプリケーションの
案内に従って連動設定を進めよう。

外出先でもPlayStation®4！
多彩な機器と連動して
PlayStation®4ライフを送ろう

PlayStation®4を120%活用しよう

▲PS4®＆nasne（ナスネ）™で、テレビ番組を視聴・録画することも！　
機器連動によって活躍の場面が増えるのもPS4®ならでは。

パパママ必見!

PlayStation®4の使い方

PlayStation®4を遠隔操作

リモートプレイ

ちょっと幸せになる

PS4®があるリビング
以外でPS4®の
ゲームを楽しめる

PS VitaでPS4®のゲームをプレイ

もっと広がる利用場面3

※外出先等のネットワークから、
PS Vitaのリモートプレイでゲ
ームを遊ぶためには、安定した
Wi-Fi接続およびブロードバン
ドインターネット接続環境が必
要となります。また、同一アカ
ウントでログインの上でお楽し
みください。

※PS4®はインターネットに接続することでさまざまなネットワークサービスをお楽しみいただけます。

PCや
スマートフォンでも
リモート
プレイが
可能！

PC

スマートフォン
（Xperia）

©2017 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

イ
ラ
ス
ト
／
岩
瀬
さ
と
み

※リモートプレイの詳細はコチラ
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 「torne（トルネ）TM」はPlayStation®

機器と「nasne（ナスネ）TM」をつなぐTV
アプリケーション。最大１週間分の番組
表をチェックできたり、録画番組を書き
出してスマートフォンなどで持ち出すこ
ともできる。また「トルミル機能」など
で新しい番組を探す際に役立つ機能も！

　スマートフォンやPS Vitaを使えば、外出中
でも番組の録画予約が可能！　録画リストの確
認や録画番組の削除など、コンテンツの整理も。
外出が多く、忙しい人には非常に便利。

操作が快適で
番組表もサクサク見られる

PlayStation®4のほか、
スマホやPCとの連動が可能

ハードディスクとしても利用できる

増設が簡単

　スマートフォンからPlayStation™Store
にアクセスすれば、外出先からもゲームの購
入が可能！　また、そのままPS4®に購入し
たゲームを自動ダウンロードすれば、帰宅後
にすぐゲームを楽しむことができる。

外出先からゲームを購入し
あらかじめダウンロード

　PlayStation®の最新情報や注目ゲームの
カタログページ、キャンペーン情報などを簡
単に確認することができる。新発売のゲーム
やオトクなキャンペーンの情報を逃さずチェ
ック可能。

最新情報やキャンペーン情報を
素早くチェックできる

Google Playや
App Storeから
ダウンロード可能！

フォン、タブレットなど、さま
ざまな機器と連動できる。家で
は大画面で、外出先ではスマー
トフォンでと、いつでもどこで
もテレビ番組を視聴＆録画可
能！　動画や画像、音楽などを
保存するストレージとしても活
用することができる。

 「nasne（ナスネ）TM」は同じ
ネットワークに接続した機器で
地上デジタルとBS/110度CS
デジタル放送を録画＆再生する
ことができるネットワークレコ
ーダー＆メディアストレージ。
PS4® と い っ た PlayStation®

製品以外にも、PCやスマート

nasne（ナスネ）TMがオススメな理由！

TVアプリケーション「torne（トルネ）TM」で
録画・視聴がもっと便利に！

◉ユーザーの録画や 
視聴傾向がわかる 

「トルミル機能」
◉ニコニコ実況のコメ

ントを表示して視聴
できる

◉オススメ番組を紹介
してくれる「トルネ
フピックアップ」

nasne（ナスネ）TMを使って
PlayStation®4でTV番組を視聴&録画

PlayStation® Vita

など、PS4®ライフをフォロ
ーする機能が満載だ。家だけ
でなく外出先でも、PS4®を
利用できる。

 「PlayStation®App」 は モ
バイル端末用のアプリケーシ
ョン。PS4®をスマートフォ
ンから操作＆最新情報の確認

家の中ではPlayStation®4、
家の外ではスマートフォンで！
外出先から番組録画予約もできる

いつでもどこでもPlayStation®体験

PlayStation®App

快適TV生活

nasne（ナスネ）TM

ネットワークレコーダー&メディアストレージ
「nasne（ナスネ）TM」1TB [CUHJ-15004]

希望小売価格：22,000円（＋税）

スマートフォンでPlayStation®の
情報をチェック！

PlayStation®4

nasne（ナスネ）TM

※一部機能をご利用いただくには、アプリ内課金が必要です。

その他のPlayStation®関連アプリ

●PlayStationRMessages
　モバイル端末からゲーム仲間やお
気に入りグループのオンライン状態
をチェックしたり、メッセージを送
ることができる。Google Playや
App Storeからダウンロード可能。

●PlayStationRCommunities
　好みや関心が近いPlayStation™ 
Networkのプレイヤーとつながる
場所。コミュニティを作ることがで
き る。 Google Play や App Store
からダウンロード可能。

●PS4RRemote Play
　XperiaのスマートフォンでPS4®

のゲームをプレイすることができる。
DUALSHOCK®4を使えば、PS4®

ならではの操作で楽しむことも。G 
oogle Playからダウンロード可能。

PC
スマート
フォン

※地上デジタル/衛星デジタル（BS/110度CS）放送を受信するために、アンテナの設置やCATV放送局との契約などが必要になる場合があります。
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 「スポーツ観戦は好きだけど、現地まで応援に行く余裕
がない」、「応援しているチームがあるけど、マイナーで
テレビ中継がない」、「仕事が忙しくてリアルタイムでス
ポーツ観戦するのが難しい」といった悩みを持つお父さ
んには、動画サービスアプリがオススメ。
　PS4Rは映画やアニメが見られるアプリはもちろん、ス
ポーツ中継や見逃し配信を行っているアプリも用意されて
いる。なかでも、サッカーや野球、テニス、バレーボー
ルなど、豊富なスポーツが楽しめる「DAZN（ダ・ゾー
ン）」は、スポーツ好きな人にはぴったりのアプリだ。
　スポーツで盛り上がったら、そのままスポーツゲームを
遊ぶのもあり。帰宅後や休日は、仕事のことを忘れて家
族や友人たちと、好きなだけ盛り上がろう！

スポーツ好きにはたまらない
特典をたくさん用意！

▲見逃し配信やハイライト機能など、便利な機能を搭載しているアプリも多
く、仕事などで忙しくて中継を見れない人も安心。

スポーツ好きのお父さんにオススメ
PS4Rでスポーツを堪能しよう！

パパママ必見!

PlayStation®4の使い方

4
ちょっと幸せになる

ゲームで臨場感を
リアルに体感

からのプレスに身体を使ってボールキープす
るなど、戦略的な駆け引きが可能となった。
そのほか、オンラインプレイの強化など、さ
まざまな面でパワーアップしている。

　最新のデータに対応した『ウイニングイレ
ブン』シリーズの最新作。定評のあるドリブ
ルはシンプルな操作でボディフェイントを繰
り出して相手を翻弄したり、ディフェンダー

ウイニングイレブン 2018
●コナミデジタルエンタテインメント　●希望小売価格：7,600円（+税）、
DL版：8,208円（税込）　●発売中（2017年9月14日）

新たな協力プレイ
「オンラインCO-OP」
実装

リアリティあふれる
グラフィック

　２〜３人で協力してプレイす
る新モード「オンラインCO-
OP」。自動マッチング機能もあ
り、気軽にプレイできる。

　徹底した現地取材で、スタジ
アムなどを忠実に再現。選手の
プロポーションなども強化され、
実写さながらのリアリティだ。

◀
最
新
デ
ー
タ
に
対
応
し
て
い
る
の
で
、
好

き
な
チ
ー
ム
を
使
っ
て
プ
レ
イ
を
楽
し
め
る
。

※PS4Rはインターネットに接続することでさまざまなネットワークサービスをお楽しみいただけます。

イ
ラ
ス
ト
／
岩
瀬
さ
と
み
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豊富なスポーツが好きなだけ観戦できる！

DAZN ●料金：月額1,750円（＋税）

●視聴方法：DAZNの登録

　2016年にスタートしたスポーツ
・チャンネル「DAZN（ダ・ゾーン）」。
特質すべきは契約すると見られるスポ
ーツ中継の豊富さで、サッカーや野球、
モータースポーツ、総合格闘技など、
じつに130以上のスポーツコンテン
ツを網羅。年間で約7,500以上の試

合を配信している。とくにサッカーは
明治安田生命Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３リーグ
戦の全試合が生中継され、欧州サッカ
ー５大リーグや大会などを視聴できる。
ハイライトなどの便利な機能も多く、
スポーツ好きな仲間と楽しむのに最適
なアプリだ。

DAZNはこんなところがスゴい!!

●サッカー	 ●キックボクシング	 ●スカッシュ
●野球	 ●ダーツ	 ●馬術
●F1	 ●自転車競技	 ●モータースポーツ
●テニス	 ●ラグビー	 ●ゴルフ
●バレーボール	 ●総合格闘技	 ●フィッシング
●バスケットボール	 ●陸上	 ●卓球
●アメリカンフットボール	●ビリヤード	 ●レスリング
●ボクシング	 ●水泳	 	 など

DAZNで配信しているスポーツ一覧

　月額料金さえ払えば追
加でお金がかかることも
ないので、非常にリーズ
ナブルに楽しめる。

　注目選手のインタビュ
ーや試合結果のダイジェ
ストなど、オリジナルの
コンテンツも満載。

　テレビ番組と違いＣＭ
が入らない。そのため試
合が途切れることもなく、
集中して見られる。

　見逃し配信も行ってい
るので、もしも大事な試
合がリアルタイムで見れ
なくても安心。

月額料金で
見放題!

インタビューや
ダイジェストも！

ＣＭなし

見逃し配信も！

ゲームで臨場感を
リアルに体感

　全世界で圧倒的な販売数を誇る『FIFA』シリーズ最新
作が発売中だ。「リアルプレイヤーモーションテクノロジ
ー」という新技術を採用。新たな次元のレスポンスと選手
の個性を生んでおり、過去シリーズを上回るプレイ感を実
現している。Ｊ１リーグ全18クラブを実名でプレイ可能
で、欧州主要リーグもすべて実名で登場するのもうれしい。

FIFA 18
●エレクトロニック・アーツ　●希望小売価格7,800円（+税）、
DL版：8,424円（税込）　●発売中（2017年９月29日）

　本体とゲームソフトがセットに
なったお得なパッケージも、数量
限定で発売中。未購入の方はこの
機会にぜひ。

◀レフ・ヤシンやロナウド、マラドーナ、ペレといった
サッカーを語るうえで欠かせないレジェンド選手たちが
登場するのも見逃せないポイントだ。

PlayStationR4	FIFA	18	Pack	CUHJ-10017
希望小売価格：36,980円（+税）※数量限定

好評
発売中

サッカー界のレジェンドたちが
｢FIFA ULTIMATE TEAM｣ として登場

▲クリスティアーノ・ロナウドなど、現役のスタープレ
イヤーも多数登場。自分の手で輝かせよう！
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　ゲームだけでなく、映画やスポーツの鑑賞＆カラオケ
など、インドアで楽しめるさまざまなエンターテイメン
トが詰まったPlayStation®4。さらにアプリを利用す
れば、より多彩な活用法も！
　旅行で撮った写真はPS4®を通じてテレビの大画面で
楽しみ、同時に録った動画はPS4®で手軽に編集できる。
アウトドアでの思い出をより色濃く楽しむためにも、
PS4®は非常に便利。ここではそんなPS4®を活用する
ために役立つ「PlayMemories Online」と「SHARE 
factory™」の２種類の無料アプリケーションの使い方
をお届けしていこう。

ゲーム以外でも
PlayStation®4を活用！
動画編集や写真閲覧などで使える、
PlayStation®4の実力を知る

▲上記の両アプリはPlayStation™Storeの「アプリ」の項目から検索でき
る。アプリは無料でダウンロードすることが可能。

スマホやデジカメの写真をテレビの大画面で鑑賞

◀表示するサムネイルの数
の変更や写真の拡縮などが、
DUALSHOCK®4による操
作で行える。

PlayMemories Online
準備▶▶▶ 利用したい機器にアプリをダウンロード

機能▶▶▶ DUALSHOCK®4で快適操作！

を撮りためたままにしている人などはぜひ
活用を！　対応機器は公式サイトへ。

　PS4®のほか、スマホなどにアプリをダ
ウンロードすれば利用可能。スマホに画像

　PS4®を使って写
真を閲覧する場合、
DUALSHOCK®4
での直感的な操作が
できる。多くの写真
から目当てのものを
探す場合は、タッチ
パッド操作も便利。

人生をよりHAPPYに！

PlayStation®4のある生活
パパママ必見!

PlayStation®4の使い方

5
ちょっと幸せになる

SENアカウントを持つ機器で写
真を一元化でき、管理＆閲覧を
行える。BGMを設定することも。

「PlayMemories Online」は、
クラウド上で写真を管理できる
サービス。スマホやPS4®など、

※PS4®はインターネットに接続することでさまざまなネットワークサービスをお楽しみいただけます。

イ
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PlayStation®.Blogで
最新情報をタイムリーにお届け！

動画＆静止画を簡単編集！SHAREfactoryTM

の挿入など、その機能は多彩に
用意。さらに、インポートした
写真を動画やゲームのスクリー
ンショットにスタンプとして張
り付けたり、背景に使ったりす
ることもできる。

 「SHAREfactoryTM」はPS4®

上で動画や静止画の編集が行え
るアプリケーション。ゲーム動
画だけでなくスマホなどから取
り込んだ映像も編集することが
可能だ。動画の切り貼りや音楽

▲あらかじめ用意されたもののほか、自分で取り込んだ音源も使用することができ
る。動画編集初心者はもちろん、こだわり派の人も納得の仕様！

◀スタンプはあらかじめいくつ
か用意されており、写真などを
自分で用意すればさらに追加可
能。また、テキストも挿入する
ことができる。

遊び心満載の
ステッカー＆
テキストで
デコレーション

Twitter LINE

Facebook® YouTube

プレイステーション®のゲームソフト、
イベント、サービスなどの情報をお届けします

新商品やお得なキャンペーンなど最新情
報をお届けします。“プレイステーション”
を友だちに追加しましょう

プレイステーション®の商品情報などを
お届けします

PlayStation®公式チャンネル。最新のタイトルのプロモーショ
ンムービーはもちろん、あらゆる動画をご覧いただけます

https://twitter.com/playstation_jp

https://www.facebook.com/playstationjapan https://www.youtube.com/user/playstationjp

▶操作は簡単！　動画の切り貼りは、実際
の動画をタイムラインで見ながら行える。
もちろんこれら編集した動画を、そのまま
YouTubeなどにアップすることも可能だ。
YouTubeを利用してみたいけど動画編集
は難しそうと思っている人は、無料なので
一度使ってみてほしい。

録画したゲームの動画を
手軽に編集可能！

P S 4 ®座談会 ゲーム以外にも活用法は多彩なPlayStation®4

電撃PS編集Ａ（以下、Ａ）：「パパママ必見！　ち
ょっと幸せになるPlayStation®の使い方」という
テーマでお届けしてきたけれど、まとめてみると本
当にいろいろな使い方があるよね。
電撃PS編集Ｂ（以下、Ｂ）：ゲームという言葉に

「１人で遊ぶもの」というイメージを持っている人
は、ぜひ『KNACK ふたりの英雄と古代兵団』
に触ってほしい。２人でワイワイプレイすると本当
に楽しいよ。子どもをサポートしようとしてたら、
子どものほうがうまかったりして（笑）。
電撃PSライターＣ（以下、Ｃ）：ゲームに限った
話ではないですが、PlayStation®VRはすごい。
Ｂ：実際に体験しないとスゴさは伝わりづらいので、
機会があれば一度試してみてほしい。
Ｃ：ゲームでも映像でもそうですが、集中すると周
りがいっさい目にも耳にも入らないことがあるじゃ
ないですか。PlayStation®VRはあの感覚をさら
に数段階引き上げた感じ。
Ｂ：PlayStation®VRを買ったら、まず無料の『THE 

のへんが便利なの？
Ａ：「PlayMemories Online」は、やっぱりア
ップロード枚数が無制限っていうのが魅力だね。
スマホの容量ってすぐにいっぱいになるから。あと、
テレビの大画面で画像を見るというのはPS4®を使
わなくてもできることなんだけど、PS4®ならアプ
リを立ち上げるだけの手軽さがいいね。
Ｃ：「SHAREfactory™」のよさは、やはりわかり
やすさですかね。PCでの動画編集って覚えること
がかなり多いですし、場合によっては周辺機器が
必要になることもあります。そういったものがなく、
無料のアプリ１つで動画編集ができる敷居の低さ
が魅力だと思います。
Ｂ：便利なんだねぇ。正直PS4®ってもはやエンタ
ーテインメントとかレクリエーションって呼ばれて
いるものすべてに、なんらかの形でメリットを与え
てくれるよね。
Ａ：そうだね。ゲームに限らず楽しむための家電と
言ってもいいかも！

PLAYROOM VR』でいろいろ試すのもありだよね。
リリースされた当初は、VRのことがあまりわから
なかったからお世話になったよ。あと、普段ゲー
ムを遊ばない人に触ってもらうなら、映像コンテ
ンツを見てもらうのもいいと思う。
Ａ：日本の名所をVRで見られる『日本驚嘆百景』
シリーズは、PlayStation®VRの入り口としてあり
かもね。
Ｂ：映画にドラマにアニメにお笑い。外に出ないで
映像コンテンツをレンタルor購入できるって、自
分の子ども時代には考えられなかった感覚。
Ａ：それに加えて国内外のスポーツの観戦まで。
年を取るもんだね……。
Ｃ：さらにテレビ番組ならnasne（ナスネ）™で予
約や録画が簡単にできますしね。見るということに
関しては、一家に１台PS4®があれば便利かも。
Ｂ：ところで、この座談会に参加しておいていまさ
らだけど「PlayMemories Online」や「SHARE 
factory™」を使ったことがないんだよね。実際ど

http://www.jp.playstation.com/psblog/

詳しくはコチラから！
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▲20年の時を越えてクラッシュが復活！　当
時やり込んだ人は、華麗な腕を見せるチャンス!!

　初代PlayStation®で人気を集めた
『クラッシュ・バンディクー』シリー
ズ３タイトルをリマスターして収録し
た、ボリューム満点の１本。華麗なプ
レイを披露すれば、子どもも大興奮!?

　子ども本人がプレイするのは
難しくても、横で見ているだけ
で楽しめるのもゲームの魅力の
１つ。ここでは“観客アピール”
できる３つのオススメゲームを
ピックアップ！　魅せるプレイ
で家庭を盛り上げよう!!

クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり！

●発売中（2017年8月3日）　●アクション　
●SIE　
●4,900円（＋税）、ＤＬ版：5,292円（税込）

▲工夫しだいで無限の楽しみが広がる作品。の
んびり散策もよし、大冒険に旅立つのもアリ!!

　子ども自身がプレイするのもオスス
メだが、親のプレイを見せたり、作っ
たフィールドを探索させるといった遊
び方もできるタイトル。作り込んだフ
ィールドを見せびらかしちゃおう!!

Minecraft: PlayStation®4 Edition
●発売中（2015年12月3日）　●アドベンチャー　
●Mojang AB　
●2,400円（+税）、ＤＬ版：2,592円（税込）

▲自分の分身「マイキャラ」を細かく作り込め
るのもポイント。家族そっくりに再現可能だ!!

　メインのゴルフシーンはもちろんだ
が、他プレイヤーとの交流やコース内
探索、水場での釣りやカートでの疾走
など、ゴルフ以外の遊びも盛りだくさ
ん。見ていて飽きない要素が満載だ。

New みんなのGOLF
●発売中（2017年8月31日）　●スポーツ　●SIE　
●5,900円（＋税）、ＤＬ版：6,372円（税込）、ＤＬ
版コースまとめてスペシャルパック：9,936円（税込）

見て楽しい
タイトル3選

　本体がコンパクトなので、置き場所に困らない。
価格の安さも魅力で、500GBモデルなら希望小
売価格29,980円（＋税）で購入できる。

（薄型）PlayStation®4の魅力

PlayStation®4なら
子どもも安心
して楽しめる！

▶PlayStationR4 Proは４Ｋ出力対応で、４Ｋテレビが
あれば現段階での最高画質を楽しめる。

PlayStation®4 Proなら
4Kテレビにも対応

　 PlayStationR4 に は、
子どもが安全に遊ぶため
のさまざまな機能が用意
されている。ここでは、
親としておさえておきた
いPS4Rの便利な機能を
ピックアップして紹介し
ていこう!!

　現在ＰＳ４®は、２つのタイプが販
売されている。どちらを買うべきか悩
んだら、使用するテレビに合わせて選
ぼう。４Ｋ対応テレビを持っているな

らPlayStation®4 Proがオススメだが、
そうでなければコンパクトで値段が安
い薄型を選ぶのもアリ。どちらを選ん
でも楽しめるコンテンツに差はない。

1最適なモデルで安全＆
快適にプレイ！ 　解像度とは、画面に表示される画素の密

度のことで、数値が大きいほどより細かく
鮮明に映像が表示される。最近はＨＤテレ
ビより高解像度の４Ｋテレビが増えてきて
いるので、導入を検討してみては？

家庭のテレビに合った解像度で
コンテンツを最大限に楽しむ

　４Ｋ出力対応で画質やフレームレートも向上し
たハイエンドモデル。ＨＤＤも１ＴＢで保存容量
が多いため、贅沢に楽しみたい家庭にオススメ！

PlayStation®4 Proの魅力

家庭内LAN接続でこんなに便利に!!CHECK!
　ＰＳ４Rはインターネッ
トに接続することで、ゲー
ムのオンライン要素やコン
テンツのダウンロードなど
のサービス（一部有料）を
受けられる。さらに「リモ
ートプレイ」機能で家庭内
ＬＡＮに接続すれば、ＰＣ
やスマートフォンなどの機
器からＰＳ４R本体を操作
することも可能となる。

横に子どもがいても大丈夫!!
やりごたえもバツグンな
作品をピックアップ！

※最高品質でお楽しみいただくには、PS4®Pro、HDMI2.0
入力ポートを搭載した4Kテレビ、そしてPS4®Proに同梱の
HDMIケーブルまたはプレミアム ハイスピードHDMIケーブ
ルが必要です。
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に変更される心配もない。ＰＳ４Rのゲームに
はあらかじめ対象年齢が設定済みで、選択した
年齢制限レベルによってプレイできるゲームの
幅を制限できるので、必ず設定しておこう。

を使いつつ、コンテンツの購入や他プレイヤーとのコミ
ュニケーションなどをペアレンタルコントロールに応じ
て制限できるので、ぜひ活用していこう。

　ペアレンタルコントロールを利用すれば、子
どもがＰＳ４Rを使う場合に、保護者が必要に
応じて機能を制限できる。制限内容の変更には
パスワードの入力が必要なので、子どもに勝手

　PS4Rを遊ぶには、Sony Entertainment Network
（SEN）アカウントを作成する必要がある。その際、
家族のアカウントを「ファミリー」と設定すれば、親

（ファミリー管理者）の設定や保護のもと、安全
に子ども（ファミリメンバー）がPS4Rを楽しむ
ことが可能だ。個別のセーブデータやトロフィー

●レーティングに合わせたゲームの制限
●年齢制限のあるBlu-ray DiscTMや
　DVDの制限
●インターネットブラウザーの起動を制限

PlayStation®4で設定
できる主なペアレンタル
コントロール機能

保護者のみなさまへ ～大切なお知らせとお願い～

　ファミリーメンバー（子どものファミリーメン
バー）の特徴は、以下のとおり。どこまでサービ
スを利用するかを年齢に応じて段階的に制限でき
るため、子どもの成長に合わせて設定していこう。

2

３

ペアレンタルコントロールなどの機能を使って
インターネットの脅威から子どもをガード

ファミリーを活用して子どもの成長に合わせて
安全にPS4®を楽しむことができる！

■こんな場合にお子様でも安心！

子どもの年齢に合わせて、自動的に
コンテンツの視聴やプレイを制限したい

子どもにインターネットを
使わせるのは不安

対象年齢が高いゲームを
子どもがプレイするのを防ぎたい

ファミリーメンバーの
できること・できないこと

　子どもが17歳以下から18歳以上になっ
た場合、親（ファミリー管理者）から独立
させて、大人のアカウントとして自身のウォ
レットを持たせることもできる。オンライン
IDやフレンド・トロフィー情報、セーブデー
タなどを引き継ぎつつ、大人として各種サ
ービスを利用することが可能だ。子どもが
独り立ちしたときは、PS4Rのアカウントも
独立させて送り出してあげよう!!

将来的にはファミリーから
独立させることも可能！

子ども専用の
セーブデータやトロフィー

を持つことが可能

年齢別レーティングに
基づいてゲームや

コンテンツを制限できる

PlayStationⓇStoreでの
コンテンツ購入の可否や

利用限度額などを設定可能

他のプレーヤーとの
コミュニケーションの

可否も設定可能

お子さまが“プレイステーション”機器をお使いになるときは、保護者の方がお子さまのための適切な設定をお願いいたします
“プレイステーション”機器には、ゲームを
楽しんでいただく以外にも、多様な機能・サ
ービスをご用意しています。例えば、インタ
ーネットに接続してゲームをプレイしたり、
他のユーザーとのコミュニケーションを行っ
たり、ウェブサイトを見たりすることもでき

ます。保護者の方が適切に設定していただ
くことで、お子さまによる機能の利用を制限
することできます。トラブルなく利用できる
よう、お子さまと注意すべき点や必要なル
ールを一緒に考えるなど、ご家庭での話し
合いもあわせてお願いいたします。

SEN（Sony Entertainment Network）アカウント
　SENアカウントは、各種オンラインサービスをご利用の際に必要となります（アカウント作成は
無料）。大人向けの18歳以上のアカウントと17歳以下の子ども用アカウントの２種類があり、保護
者の方は大人用（ファミリー管理者または大人のファミリーメンバー）アカウントからお子様のアカ
ウントを管理することができます。詳しい設定方法はこちら http://pscom.jp/safety

●チャット／メッセージの利用を制限する
●利用できるウォレット（オンライン上のお財布）の月額
　上限を設定する
●インターネットブラウザーの使用を制限する※

●アプリケーション(ゲーム)の利用を制限する
●Blu-ray Disc™／ DVDの視聴を制限する

●パスワードを管理する
※フィルタリングサービス（有料）もご利用いただけます。

＜お子さまのために利用制限できること＞



PlayStation®製品情報

PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB/1TB
CUH-2100AB01/CUH-2100BB01
好評発売中
希望小売価格：【500GB】29,980円（＋税）/【1TB】34,980円（＋税）

PlayStation®4 Pro ジェット・ブラック 1TB
CUH-7100BB01
好評発売中
希望小売価格：44,980円（＋税）
内容物：「プレイステーション ４」本体（PlayStation®4 Pro)×1、ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4) ×1、
モノラルヘッドセット×1、電源コード×1、HDMI®ケーブル×1、USBケーブル×1
※4K/HDR出力でお楽しみいただくには、対応のTVが必要です。

PlayStation®VR PlayStation®Camera同梱版
CUHJ-16003（CUH-ZVR2シリーズ）
好評発売中
希望小売価格：44,980円（＋税）
内容物：VRヘッドセット×1、
PlayStation®Camera×1、
プロセッサーユニット×1、
HDMI®ケーブル×1、
USBケーブル×1、
ステレオヘッドホン（イヤーピース一式）×1、
電源コード×1、ACアダプター×1

PlayStation®VR 
シューティングコントローラー
好評発売中 CUHJ-15006 
希望小売価格：5,980円（＋税）

PlayStation®Move 
モーションコントローラー
好評発売中 
希望小売価格：4,980円（＋税）

PlayStation®4 グレイシャー・ホワイト 500GB/1TB
CUH-2100AB02/CUH-2100BB02
好評発売中
希望小売価格：【500GB】29,980円（＋税）/【1TB】34,980円（＋税）

内容物：「プレイステーション ４」本体、ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)×1、
モノラルヘッドセット×1、電源コード×1、HDMI®ケーブル×1、USBケーブル×1
※HDR出力でお楽しみいただくには、対応のTVが必要です。

2017年11月23日(木)〜 2018年1月8日(月・祝)
※無くなり次第配布は終了となりますので、予めご了承ください。
※新旧モデル、限定モデルなどに限らず、新品販売されているPS4®を
　ご購入いただいたお客様が対象です。中古販売されているPS4®は対象外となります。
※対象のオンラインショッピングサイトでご購入いただいた場合は、
　キャンペーンコードがメールで送付される場合がございます。
※プロダクトコードのご利用にはSony Entertainment Networkアカウントが必要です。

今、PS4®を買うと

(ダウンロード版)

がもらえる！

もしもの時にも安心
PlayStation®延長保証サービス

最大3年間の長期保証

お申込み方法などの
詳細はこちら！

キャンペーン期間

“ ”、“PlayStation”、プレイステーション“、” “、” “、”DUALSHOCK“、”torne“、”nasne（ナスネ）“および"SHARE FACTORY"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。"SONY"、" "および"Sony Entertainment Network"はソニー株式会社の登録商標また
は商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。TWITTER、TWEET（ツイート）、RETWEET（リツイート）、TwitterのロゴはTwitter, Inc.またはその関連会社の登録商標です。"niconico"お
よび"ニコニコ生放送"は、株式会社ドワンゴの商標または登録商標です。"Blu-ray DiscTM"および"Blu-rayTM"はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。Google Play is a trademark of Google Inc.　Macおよび App Store は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。"Spotify is a registered trademark 
of Spotify Ltd."　 Facebook is a trademark of Facebook, Inc.　AndroidはGoogle Inc.の商標です。本資料は2017年10月26日現在の情報に基づいて作成されています（一部を除く）。掲載記事・写真の無断複写（コピー）・複製・転売を禁じます。PS Vita本体やテレビの画面はハメコミ合成です。　Ⓒ2017 Sony 
Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.　Design and specifications are subject to change without notice.
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ワイヤレスコントローラー
(DUALSHOCK®4)
好評発売中 希望小売価格：5,980円（＋税）

PlayStation®Vita 
16GB バリューパック ブラック
PCHJ-10032
2017年11月22日発売　希望小売価格：19,980円（＋税）

PlayStation®Vita 
16GB バリューパック アクア・ブルー
PCHJ-10033
2017年11月22日発売　希望小売価格：19,980円（＋税）

ウェイブ・ブルー
CUH-ZCT2J12

ミッドナイト・ブルー
CUH-ZCT2J22

マグマ・レッド
CUH-ZCT2J11

ジェット・ブラック
CUH-ZCT2J

PlayStation®4
専用縦置きスタンド
好評発売中 CUH-ZST2J
希望小売価格：2,280円（＋税）

ホリ社製 
太鼓の達人専用コントローラー

「太鼓とバチ for PlayStation®4」
好評発売中 
希望小売価格：5,980円（＋税）

プレミアムワイヤレス
サラウンドヘッドセット
好評発売中 CUHJ-15005
希望小売価格：18,000円（＋税）

ホリ社製 
カラオケマイク for 
PlayStation®4 / PC 
好評発売中 
希望小売価格：2,480円（＋税）

DUALSHOCK®4 
充電スタンド
好評発売中 CUH-ZDC1J
希望小売価格：2,480円（＋税）

ホリ社製
ワイヤードコントローラーライト
for PlayStation®4　ホワイト
好評発売中
希望小売価格：2,980円（＋税）

グレイシャー・ホワイト
CUH-ZCT2J13

内容物：PlayStationRVita（PCH-2000シリーズ） Wi-Fiモデル 本体×1、
16GBメモリーカード×1、USBケーブル×1、ACアダプター×1、
電源コード×1、印刷物×1式

数量限定
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