
ちょくしゃにっこう あ ばしょ ねつきぐ ちか せっち ほかん

直射日光の当たる場所や熱器具の近くに設置・保管しない
ないぶ おんど あ かさい こしょう げんいん

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。

て い さい プレイステーション ツー でんげん イーサネット

お手入れの際は、"PlayStation 2"の電源コードのプラグおよびEthernet
ぬ

ケーブルを抜く
さ こ て い かんでん げんいん

差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となります。

ふあんてい ばしょ お

不安定な場所に置かない
だい うえ かたむ お ほんき お しんどう

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、本機が落ちてけがをしたり、振動に
ほんき こしょう げんいん お ばしょ と つ ばしょ きょうど じゅうぶん

よって本機の故障の原因となります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に
かくにん

確認してください。

ほんき しようちゅう いどう お か

本機を使用中は移動させない、置きかたを変えない
ほんき こしょう げんいん

本機の故障の原因となります。

ネットワーク せつぞくたんし でんわかいせん していいがい

NETWORK（ネットワーク）接続端子に電話回線や指定以外のネットワーク
せつぞく

を接続しない
ほんき ネットワーク せつぞくたんし かき でんわかいせん せつぞく

本機のNETWORK接続端子に下記のネットワークや電話回線を接続すると、コネク
ひつよういじょう でんりゅう なが はつねつ かさい こしょう げんいん とく

ターに必要以上の電流が流れ、発熱や火災、故障の原因となります。 特に、ホーム
かいせん ぜったい せつぞく

テレホンやビジネスホンの回線には、絶対に接続しないでください。

•
いがい

100BASE-TXと10BASE-Tタイプ以外のネットワーク
•

いっぱんでんわかいせん

一般電話回線

•
アイエスディーエヌ たいおうこうしゅうでんわ

ISDN（デジタル）対応公衆電話のジャック
•
ピービーエックス こうないこうかんき かいせん

PBX（構内交換機）回線
•

かいせん

ホームテレホンやビジネスホンの回線

•
じょうきいがい でんわかいせん

上記以外の電話回線など

ようじ て とど ばしょ お

幼児の手の届かない場所に置く
ちい こ ほんき あそ て とど ばしょ お らっか

小さなお子さまが本機で遊ばないように手の届かない場所に置いてください。落下した
こしょう げんいん

りして、けがや故障の原因となります。

ほんき ゆか ほうち

本機を床に放置しない
ふ こしょう げんいん

つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。

ふよう ほんき こんぽうざい はいきほうほう ちゅうい

不要になった本機および梱包材は廃棄方法に注意する
ほんき きんぞく も きけん はいき じゅうぶん

本機は金属やプラスチックでできているため燃やすと危険です。廃棄するときには充分
ちゅうい かくじちたい しじ したが

に注意して、各自治体の指示に従ってください。

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書
か あ

お買い上げいただきありがとうございます。
プレイステーション ツーせんよう イーサネット ピーシー カード ピーシー カード さしこみぐち

この"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）（PC CARDタイプ）は、PC CARD差込口のある
プレイステーション ツー せんよう

"PlayStation 2"（SCPH-10000、SCPH-15000、SCPH-18000）専用です。
プレイステーション ツーせんよう たいおうひょうじ プレイステーション ツー きかく たいおう

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター対応表示のある"PlayStation 2"規格ソフトウェアに対応しています。

でんきせいひん あんぜん ちゅういじこう まも かさい じんしんじこ お

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことがあります。
とりあつかいせつめいしょ じこ ふせ じゅうよう ちゅういじこう せいひん と あつか しめ とりあつかいせつめいしょ

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と
プレイステーション ツー とりあつかいせつめいしょ よ せいひん あんぜん つか とく あんぜん かなら らん

"PlayStation 2"の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のために」は必ずご覧くだ
さい。

よ み かなら ほかん

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
ちい こ ほごしゃ かた よ あんぜん つか

小さなお子さまには、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

プレイステーション ツー せんよう

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター
イーサネット ピーシー カード

（Ethernet）（PC CARDタイプ）

ほんき あんぜん じゅうぶんはいりょ せっけい

本機は安全に充分配慮して設計されています。
でんきせいひん まちが つか かさい

しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災
かんでん じんしんじこ お きけん じこ

や感電などにより人身事故が起こることがあり危険です。事故
ふせ つぎ かなら まも

を防ぐために次のことを必ずお守りください。

あんぜん ちゅういじこう まも

安全のための注意事項を守る
ちゅういじこう よ

この注意事項をよくお読みください。
ほんき あんぜんじょう ちゅういじこう きさい

本機の安全上の注意事項が記載されています。

こしょう つか

故障したら使わない
どうさ はそん き

動作がおかしくなったり、キャビネットなどが破損していることに気づいた
と あ

ら、すぐにインフォメーションセンターにお問い合わせください。

まんいち いじょう お

万一、異常が起きたら

あんぜん

安全のために

けいこくひょうじ いみ

警告表示の意味
とりあつかいせつめいしょ せいひん つぎ

取扱説明書および製品では、次のような
ひょうじ ひょうじ ないよう

表示をしています。表示の内容をよく
りかい ほんぶん よ

理解してから本文をお読みください。

ひょうじ ちゅういじこう まも かさい

この表示の注意事項を守らないと、火災
かんでん しぼう おお

や感電などによる死亡や大けがなど、
じんしんじこ げんいん

人身事故の原因となります。

ひょうじ ちゅういじこう まも かんでん

この表示の注意事項を守らないと、感電
た じこ

やその他の事故により、けがをしたり
しゅうへん かざい そんがい あた

周辺の家財に損害を与えたりすることが
あります。

ちゅうい うなが きごう

注意を促す記号

こうい きんし きごう

行為を禁止する記号

こうい しじ きごう

行為を指示する記号

かき ちゅういじこう まも
かさい かんでん

下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより
しぼう おお

げんいん

死亡や大けがの原因となります。

しっけ おお ばしょ ゆえん ゆげ あ ばしょ お

湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気の当たる場所には置かない
かさい かんでん げんいん とく ふろば ぜったい つか

火災や感電の原因となります。特に風呂場などでは絶対に使わないでください。

ないぶ みず いぶつ い

内部（コネクターなど）に水や異物を入れない
みず いぶつ はい かさい かんでん げんいん まんいち みず いぶつ はい

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに
プレイステーション ツー でんげん ぬ

"PlayStation 2"の電源コードのプラグをコンセントから抜いて、インフォメーションセンター
そうだん

にご相談ください。

ぶんかい かいぞう

分解や改造をしない
かさい かんでん げんいん

火災や感電、けがの原因となります。

かみなり な だ ほんき ふ

雷が鳴り出したら、本機に触れない
かんでん げんいん

感電の原因となります。

かき ちゅういじこう まも しゅうへん

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の
かざい そんがい

あた

家財に損害を与えたりすることがあります。

おも しよう

主な仕様
プレイステーション ツー せんよう イーサネット ピーシー カード

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）（PC CARDタイプ）
いっぱん

一般
にゅうりょくでんあつ

入力電圧：DC3.0V～3.6V
しょうひでんりょく やく

消費電力：約1W
がいけいすんぽう やく はば たか おくゆ

外形寸法：約54 × 11 × 86mm（幅 × 高さ × 奥行き）
しつりょう やく

質量：約50g
どうさかんきょうおんど

動作環境温度 5°C～35°C
にゅうしゅつりょくたんし

入出力端子
ネットワーク せつぞくたんし

NETWORK（ネットワーク）接続端子 （1）
エイチディーディー

HDDインターフェースコネクター （1）
プレイステーション ツーほんたいせつぞくよう

"PlayStation 2"本体接続用コネクター （1）

しよう がいかん かいりょう よこく へんこう りょうしょう

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が、ご了承ください。

しようじょう ちゅうい

使用上のご注意

ほんき

本機について

•
ほんき しよう プレイステーション ツー せんよう たいおう ひつよう くわ かく

本機を使用するには"PlayStation 2"専用ネットワークアダプターに対応したソフトウェアが必要です。詳しくは、各
かいせつしょ らん

ソフトウェアの解説書をご覧ください。

•
ほんき べつ う プレイステーション ツー せんよう そとづけがた せつぞく しめ

本機には、別売りの"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（外付型）と接続できることを示すため、" "と
ひょうじ ほんき きのう

表示されています。本機だけではハードディスクドライブの機能はありません。

•
ほんき イーサネット せつぞくせんよう きのう

本機は、Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）接続専用です。モデムの機能はありません。

•
ほんき プレイステーション ツー せんよう ほか きき しよう ほか きき しよう ほんき と

本機は、"PlayStation 2"専用です。他の機器では使用しないでください。他の機器で使用すると本機だけでなく、取
つ ほか きき こしょう げんいん ぜったい

り付けられた他の機器の故障の原因となりますので絶対におやめください。

ほんき ただ つか

本機を正しくお使いいただくために
かき てん ちゅうい

下記の点にご注意ください。

•
な お しょうげき あた

投げたり、落としたり、衝撃を与えないでください。

•
しんどう おお だい うえ かたむ お

振動の多いところ、ぐらついた台の上、傾いたところには置かないでください。

•
でんげん い いどう お か

電源を入れたまま、移動したり、置きかたを変えないでください。

•
しようちゅう

使用中にゆらさないでください。

•
ちょくしゃにっこう あ だんぼうきぐ ちか こうおん お はんい つか

直射日光が当たるところや暖房器具の近くなど、高温のところには置かないでください（5°C～35°Cの範囲でお使い
ください）。

•
きゅうげき おんどへんか まいじ いじょう へんか ばしょ お

急激な温度変化（毎時10°C以上の変化）のある場所には置かないでください。
•

ちょくしゃにっこうか まど し き しゃない お

ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内には置かないでください。

•
じしゃく じき お しよう

磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところでは使用しないでください。

•
おお お

ほこりの多いところには置かないでください。

•
ふろば しっけ おお しよう

風呂場など、湿気の多いところでは使用しないでください。

•
みず

水にぬらさないでください。

•
たんしぶ ちょくせつて さわ いぶつ い

端子部を直接手で触ったり、異物を入れないでください。

•
べつ う プレイステーション ツー せんよう そとづけがた いがい せつぞく

別売りの"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（外付型）以外のハードディスクドライブは接続しないでくださ
い。

だいし す

台紙は捨てないでください

•
そとばこ だいし せいひん ほしょうしょ いんさつ ぜったい す

外箱の台紙には、この製品の保証書が印刷されていますので、絶対に捨てないでください。

•
しゅうり さい ほしょうしょ だいし き と ほしょうしょ ほんき かくにん だいし は

修理の際には、保証書を台紙から切り取らないでください。保証書が本機のものであることを確認するため、台紙に貼
つ ひつよう

り付けられているバーコードラベルが必要となります。

けつろ お

結露が起きたときは
ほんき さむ おくがい あたた しつない も こ ちょくご ほんき ひょうめん ないぶ つゆ けつろ ただ どうさ

本機を寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、本機の表面や内部に露がつき（結露）、正しく動作しないこと

があります。
けつろ お プレイステーション ツー ほんたいはいめん メイン パワー しゅでんげん でんげん き でんげん

結露が起きたときは、"PlayStation 2"本体背面のMAIN POWER（主電源）スイッチで電源を切り、電源コードのプラ
ぬ じょうたい すうじかんほうち せいじょう どうさ なんじかん せいじょう どうさ ばあい

グを抜いた状態で数時間放置してください。正常に動作するようになります。何時間たっても正常に動作しない場合は、
そうだん

インフォメーションセンターにご相談ください。

いた

キャビネットを傷めないために
ひょうめん おお つか さっちゅうざい きはつせい せいひん ちょうきかん

表面にはプラスチックが多く使われています。殺虫剤など、揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長期間
せっしょく へんしつ へんしょく げんいん

接触させないでください。変質または変色する原因となります。

きゃくさま

お客様へ
せいひん ほんとりあつかいせつめいしょ きさい しようほうほう したが しよう せいひんほんたい ぶんかい ないぶかいせき

この製品は本取扱説明書に記載されている使用方法に従って使用してください。製品本体を分解したり、内部解析・
かいぞう おこな せいひんほんたいないぶ ふく ちょさくぶつ むだん りよう

改造などを行うこと、および製品本体内部のチップなどに含まれるプログラムなどの著作物を無断で利用もしくは
かいせき きんし

解析することを禁止します。
じょうき りょうかい しよう

上記につきご了解いただき、ご使用ください。

て い

お手入れについて

て い あんぜん プレイステーション ツー でんげん イーサネット ぬ

お手入れをするときは、安全のため"PlayStation 2"の電源コードのプラグおよびEthernetケーブルを抜いてください。

キャビネット

•
へんしつ へんしょく ふ さ かがく つか

変質または変色することがありますので、ベンジンやシンナーで拭くのを避けてください。化学ぞうきんをお使いにな
ちゅうい が したが

るときには、その注意書きに従ってください。

•
よご みず うす ちゅうせいせんざい やわ ぬの かた よご ふ と かわ

キャビネットの汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾
ぬの し あ

いた布で仕上げてください。

きゃくさま こじんじょうほう と あつか

お客様の個人情報のお取り扱いについて
はっこうび ねん がつ にち

（発行日： 2002年6月5日）

1.
じょうほう しようもくてき

情報の使用目的について
ていきょう しめい じゅうしょ こじんじょうほう いかこじんじょうほう かぶしきがいしゃ

ご提供いただきました氏名・住所・アンケートなどの個人情報（以下個人情報）は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメ
かき もくてき しよう かきいがい もくてき こじんじょうほう しよう さい あらた もくてき し きゃくさま

ントにて下記の目的に使用させていただきます。下記以外の目的で個人情報を使用する際には、改めて目的をお知らせし、お客様の
どうい

同意をいただきます。
ほしょうしょ と あ

＜保証書／インフォメーションセンターへのお問い合わせ＞
しょうひん しゅうり

商品の修理などのアフターサービス

2.
じょうほう ほかん

情報の保管について
だいさんしゃ きゃくさま こじんじょうほう ふ ごうりてき かんりたいせい ほかん こじんじょうほう とうしゃ ひつよう はん

第三者がお客様の個人情報に触れることがないよう、合理的な管理体制のもとで保管いたします。なお、個人情報は当社が必要と判
だん きかん ほかん

断する期間、保管させていただきます。

3.
じょうほう かいじ

情報の開示について
かき ばあい のぞ きゃくさま どうい こじんじょうほう だいさんしゃ かいじ きゃくさまこじん とくてい とうけいしりょう のぞ

下記の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません（お客様個人を特定できない統計資料は除く）。

（1）
きゃくさま し しようもくてき じぎょうきょうりょくがいしゃ たい かいじ ひつよう ばあい ばあい とうがいきょうりょくがいしゃ たい とうがい

お客様にお知らせした使用目的のために、事業協力会社に対する開示が必要な場合（この場合、当該協力会社に対して、当該
こじんじょうほう げんじゅう かんり もと もくてきいがい しよう おこな しょうひん しゅうり しゅうりひん はいそう あ

個人情報の厳重な管理を求め、目的以外の使用を行わせないようにいたします。 なお、商品の修理および修理品の配送に当た
きょうりょくがいしゃ ぎょうむ いちぶいたく

り、協力会社に業務を一部委託しております。）

（2）
しほうきかん ぎょうせいきかん ほうてきぎむ ともな ようせい う ばあい

司法機関または行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合

4.
と あ およ た れんらく

問い合わせ及びその他のご連絡
ていきょう きゃくさま こじんじょうほう しょうかい しゅうせい さくじょ きぼう ばあい いけん かんそう ていきょう ねが ついか

ご提供いただいたお客様の個人情報の照会・修正・削除を希望される場合またはご意見やご感想の提供のお願い（追加アンケートな
そうふ きぼう ばあい かき まどぐち れんらく すみ たいおう

ど）の送付を希望されない場合は、下記の窓口までご連絡ください。速やかに対応させていただきます。

ほんきてい かいぜん よこく へんこう ばあい さいしん じょうほう かき まどぐち れんらく

本規定は、改善のため予告なく変更される場合があります。最新の情報については下記の窓口までご連絡ください。

こじんじょうほう と あ さき

〈個人情報のお問い合わせ先〉
かぶしきがいしゃ

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント　

インフォメーションセンター
ピーエイチエス ばあい

      TEL   0570-000-929   (PHSの場合   03-3475-7444）
うけつけじかん

受付時間    10:00～18:00

さい こ

12才までのお子さまへ
しゅうり

修理についてでんわをかけるときは、ほごしゃのかたといっしょにかけてください。
ほしょうしょ

保証書もほごしゃのかたといっしょにかいてください。

ほしょう

保証について
ほしょうきてい

保証規定

•
ほしょうきかん か あ び ねんかん

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
•

ほしょうきかんちゅう せいじょう しようじょうたい とりあつかいせつめいしょ ちゅういが したが しようじょうたい こしょう ばあい かぶしきがいしゃ

保証期間中に正常な使用状態（取扱説明書などの注意書きに従った使用状態）で故障した場合には、株式会社ソニー・コン
むりょうしゅうり

ピュータエンタテインメントにて無料修理させていただきます。

•
ほしょうきかんない かき ばあい ゆうりょうしゅうり

保証期間内でも、下記の場合は有料修理とさせていただきます。
ほしょうしょ そとばこ だいし いんさつ ばあい

1 保証書（外箱の台紙に印刷）がない場合
ほしょうしょ か あ び きゃくさまめい はんばいてんいん ばあい

2 保証書に、お買い上げ日、お客様名、販売店印などがない場合
ほしょうしょ ほんき こと ばあい ほんき かくにん ばあい

3 保証書が本機のものと異なる場合、または本機のものと確認できない場合
しようじょう あやま とうしゃせいひん とうしゃ みと せいひんいがい せいひん う しょうがい ほか きき う しょうがい

4 使用上の誤り、当社製品および当社が認めた製品以外の製品から受けた障害、他の機器から受けた障害
か あ ご いどう ゆそう らっか えきたい いぶつ こんにゅう こしょう そんしょう

5 お買い上げ後の移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷
かさい じしん ふうすいがい らくらい た てんぺんちい こうがい えんがい いじょうでんあつ こしょう そんしょう

6 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
いっぱんかていがい たと ぎょうむよう しよう こしょう そんしょう

7 一般家庭外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
•

せいひん ほしょう にほんこくない ゆうこう

この製品の保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
せいひん ほしょうしょ そとばこ だいし いんさつ ぜったい す

この製品の保証書は外箱の台紙に印刷されていますので、絶対に捨てないでください。

ほしょうきかん けいかご しゅうり

保証期間経過後の修理
せいひん ほしょう ほんしょ めいじ きかん じょうけん むりょうしゅうり やくそく ほしょうきかん けいかご しゅうり

この製品の保証は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理
ふめい ばあい そうだん

などについてご不明の場合は、インフォメーションセンターにご相談ください。
ふとう しゅうり ぶんかい かいぞう

不当な修理や分解、改造について
ふとう しゅうり ぶんかい かいぞう こしょう そんしょう しゅうり ことわ

不当な修理や分解、改造による故障や損傷についての修理はお断りいたします。
ほんきてんぷ ぜったい せいひん しゅうり ことわ

本機貼付のラベルは絶対にはがさないでください。ラベルのない製品は修理をお断りいたします。
めんせき

免責
とうしゃ べっと みと ばあい ほうりつ きてい めんせき みと ばあい のぞ とうしゃ せいひん こしょう

当社が別途認める場合のほか、法律の規定により免責が認められない場合を除いて、当社はこの製品の故障などによっ
きゃくさま こうむ そんがい ひよう たい いっさい せきにん お りょうしょう

てお客様が被った損害・費用に対して、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

© 2004 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

" "、 "PlayStation" および " " は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY" および "  " はソニー株式会社の登録商標です。

〒107-0062　東京都港区南青山2丁目6番21号

本製品は国内専用品です。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan

3-074-414-04(1)

SCPH-10190

v

へん おと

変な音・においがしたり、
けむり で

煙が出たら

1
プレイステーション ツー でんげん

"PlayStation 2"の電源コー
ドのプラグをコンセントか

ぬ

ら抜く。

2 インフォメーションセン
と あ

ターに問い合わせる。

ほのお で

炎が出たら

•
プレイステーション ツー でんげん

"PlayStation 2"の電源コード
ぬ

のプラグをコンセントから抜
お

くか、ブレーカーを落とす。

•
おおごえ おうえん ひと よ

大声で応援の人を呼ぶ。

•
みず

水をどんどんかけるか、
しょうかき つか ひ け

消火器を使って火を消す。

•
ばん つうほう

119番に通報する。



ちゅうい

Â ご注意

•
ほんき しよう ちょくご きんぞくぶぶん あつ と じゅうぶん ちゅうい

本機を使用した直後は、金属部分が熱くなっています。取りはずしには充分ご注意ください。

•
べつう プレイステーション ツー せんよう そとづけがた つか と ほうほう

別売りの"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（外付型）を使ったときの取りはずし方法については、
プレイステーション ツー せんよう そとづけがた とりあつかいせつめいしょ らん

"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（外付型）の取扱説明書をご覧ください。

1
プレイステーション ツー ほんたいぜんめん あかいろ てんとう じょうたい かく

"PlayStation 2"本体前面の1（オン/スタンバイ）ランプが赤色に点灯していること（スタンバイ状態）を確
にん プレイステーション ツー ほんたいはいめん メイン パワー でんげん き

認し、"PlayStation 2"本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切る。
プレイステーション ツー でんげん ぬ2  "PlayStation 2"の電源コードのプラグをコンセントから抜く。

イーサネット ぬ3  Ethernetケーブルを抜く。
ほんき と だ4  本機を取り出す。

1
プレイステーション ツー ほんたいはいめん かい お

"PlayStation 2"本体背面のイジェクトボタンを1回押す。
で

イジェクトボタンが出ます。

2
お こ

イジェクトボタンを押し込む。
ほんき で ほんき はし も ピーシー カード さしこみぐち ひ ぬ

本機が出ます。本機の端を持って、PC CARD差込口からまっすぐ引き抜いてください。

5
ピーシー カード さしこみぐち と つ

PC CARD差込口プロテクターを取り付ける。
ほんき ピーシー カード さしこみぐち ほご かなら ピーシー カード さしこみぐち い

本機を取り出したあとは、PC CARD差込口を保護するために、必ずPC CARD差込口プロテクターを入れてくだ
さい。

ちゅうい

Â ご注意

•
プレイステーション ツー と つ まえ プレイステーション ツー ほんたいはいめん メイン パワー でんげん はい

"PlayStation 2"に取り付ける前に、"PlayStation 2"本体背面のMAIN POWERスイッチの電源が入っていない
かくにん

ことを確認してください。

•
プレイステーション ツー でんげん せつぞく お さ こ

"PlayStation 2"の電源コードのプラグは、すべての接続が終わってからコンセントに差し込んでください。

•
べつう プレイステーション ツー せんよう そとづけがた つか せつぞくほうほう

別売りの"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（外付型）を使うときの接続方法については、
プレイステーション ツー せんよう そとづけがた とりあつかいせつめいしょ らん

"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（外付型）の取扱説明書をご覧ください。

1
プレイステーション ツー ほんたいはいめん ピーシー カード さしこみぐち と だ

"PlayStation 2"本体背面のPC CARD差込口プロテクターを取り出す。
ピーシー カード さしこみぐち ほご ピーシー カード さしこみぐち そうちゃく ほんき と つ まえ

PC CARD差込口を保護するために、PC CARD差込口プロテクターが装着されています。本機を取り付ける前に
と だ

取り出してください。

1
プレイステーション ツー ほんたいはいめん かい お

"PlayStation 2"本体背面のイジェクトボタンを1回押す。
で

イジェクトボタンが出ます。

2
お こ

イジェクトボタンを押し込む。
ピーシー カード さしこみぐち で

PC CARD差込口プロテクターが出ます。
ピーシー カード さしこみぐち はし も ひ ぬ

PC CARD差込口プロテクターの端を持って、まっすぐ引き抜いてください。

と だ ピーシー カード さしこみぐち たいせつ ほかん

取り出したPC CARD差込口プロテクターは大切に保管してください。

2 ほんき やじるし ほうこう プレイステーション ツー ほんたいはいめん ピーシー カード さしこみぐち さ こ

本機を矢印の方向から"PlayStation 2"本体背面のPC CARD差込口に差し込む。
ピーシー カード さしこみぐち おく かくちょう ほんき こてい さ こ

PC CARD差込口の奥にある拡張バスコネクターに、本機がしっかりと固定されるまで差し込んでください。
ほんき はい ばあい むり お こ そうにゅうほうこう かくにん さ こ なお

本機がうまく入らない場合は、無理に押し込まずに挿入方向を確認してから、差し込み直してください。

イーサネット せつぞく3  Ethernetケーブルを接続する。
くわ イーサネット らん

詳しくは、「Ethernetケーブルをつなぐ」をご覧ください。
せつぞく お プレイステーション ツー でんげん さ こ4  すべての接続が終わったら、"PlayStation 2"の電源コードのプラグをコンセントに差し込む。

プレイステーション ツー ほんたいはいめん メイン パワー でんげん い5  "PlayStation 2"本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。

ほんき

本機について

たいおうきしゅ

対応機種
ピーシー カード さしこみぐち プレイステーション ツー

PC CARD差込口のある"PlayStation 2"（SCPH-10000、SCPH-15000、SCPH-18000）

ピーシー カード さしこみぐち プレイステーション ツー たいおう

PC CARD差込口のない"PlayStation 2"には対応していません。

※
かためい プレイステーション ツー ほんたい てんぷ かくにん

型名は、"PlayStation 2"本体に貼付のラベルでご確認いただけます。

たいおう

対応ソフトウェア
プレイステーション ツー せんよう たいおうひょうじ プレイステーション ツー きかく

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター対応表示のある"PlayStation 2"規格ソフトウェア

しようほうほう しよう こと くわ かく かいせつしょ らん

使用方法は、使用するソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。
たいおうひょうじ くわ かく かいせつしょ かくにん

対応表示について詳しくは、各ソフトウェアのパッケージおよび解説書などでご確認ください。

ないようひん かくにん

内容品を確認する

つぎ ないようひん かくにん

次の内容品がそろっているか確認してください。

•
プレイステーション ツー せんよう イーサネット ピーシー カード

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）（PC CARDタイプ）（1）

•
とりあつかいせつめいしょ ほんしょ

取扱説明書（本書）（1）

まんいち ないようひん れんらく

万一、内容品がそろっていないときは、インフォメーションセンターにご連絡ください。

プレイステーション ツー せんよう イーサネット ピーシー カード

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）（PC CARDタイプ）

かくぶ

各部のなまえ

ほんき と つ プレイステーション ツー たてお よこお つか

本機を取り付けた"PlayStation 2"は、縦置きまたは横置きにしてお使いください。

ちゅうい

Â ご注意

•
ほんき しようちゅう お か しんどう ほんき こしょう げんいん

本機の使用中に置きかたを変えないでください。振動により、本機の故障の原因となります。

•
たてお よこお いがい お ほんき こしょう げんいん

縦置きまたは横置き以外の置きかたはしないでください。本機の故障の原因となります。

たてお

縦置きにするときは
たてお かなら べつう プレイステーション ツー せんよう たてお プレイステーション ツー せんよう

縦置きにするときは、必ず別売りの"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（SCPH-10040）または"PlayStation 2"専用
たてお そとづけがた たいおう つか

縦置きスタンド（ハードディスクドライブ（外付型）対応）（SCPH-10220）をお使いください。
くわ べつう プレイステーション ツー せんよう たてお プレイステーション ツー せんよう たてお

詳しくは、別売りの"PlayStation 2"専用縦置きスタンドまたは"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（ハードディスクド
そとづけがた たいおう らん

ライブ（外付型）対応）のパッケージをご覧ください。

よこお

横置きにするときは
べつう プレイステーション ツー せんよう たてお プレイステーション ツー せんよう たてお

別売りの"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（SCPH-10040）または"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（ハードディ
そとづけがた たいおう つか かず よこお

スクドライブ（外付型）対応）（SCPH-10220）をお使いにならないときは、下図のように横置きにしてください。この
べつう プレイステーション ツー せんよう よこお つか

とき、別売りの"PlayStation 2"専用横置きスタンド（SCPH-10110）をお使いいただくこともできます。

プレイステーション ツー

PlayStation 2

プレイステーション ツー せんよう

"PlayStation 2"専用
たてお

縦置きスタンド

ほんき と つ プレイステーション ツー お

本機を取り付けた"PlayStation 2"の置きかた

プレイステーション ツー

PlayStation 2

プレイステーション ツー と つ

"PlayStation 2"に取り付ける
プレイステーション ツー と

"PlayStation 2"から取りはずす

こしょう おも

故障かな？と思ったら

いちど かくにん

もう一度ご確認ください
ほんき ちょうし しゅうり だ まえ いか こうもく いちど てんけん プレイステーション ツー

本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に以下の項目をもう一度点検してください。また、"PlayStation 2"
とりあつかいせつめいしょ こしょう おも かくにん

の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」もあわせてご確認ください。
せいじょう どうさ れんらく

それでも正常に動作しないときは、インフォメーションセンターにご連絡ください。
とうしゃ らん

また、当社ホームページのサポートページ（http://www.playstation.jp/info/）もあわせてご覧ください。

せつぞく

ネットワークに接続できない。

t

ほんき と つ

本機がしっかり取り付けられていない。
ほんき と つ

本機をしっかり取り付けてください。

t

プレイステーション ツー でんげん さ こ

"PlayStation 2"の電源コードがしっかり差し込まれていない。
プレイステーション ツー でんげん さ こ

"PlayStation 2"の電源コードをしっかり差し込んでください。

t

プレイステーション ツー はい

"PlayStation 2"にソフトウェアが入っていない。
ほんき たいおう い

本機に対応したソフトウェアを入れてください。

t

ほんき たいおう つか

本機に対応していないソフトウェアを使っている。
ほんき たいおう プレイステーション ツー きかく つか

本機に対応した"PlayStation 2"規格ソフトウェアをお使いください。

t

せってい ただ

ネットワークの設定が正しくない。
つか かいせつしょ かくにん てきせつ せってい

お使いのソフトウェアの解説書をよくご確認のうえ、適切な設定をしてください。

t

こんざつ

アクセスポイントが混雑している。
じかん いちどせつぞく なお

時間をおいて、もう一度接続し直してください。

t

イーサネット さ こ

Ethernetケーブルがしっかり差し込まれていない。
イーサネット さ こ

Ethernetケーブルをしっかり差し込んでください。

t

イーサネット しゅるい まちが

Ethernetケーブルの種類（クロスケーブル／ストレートケーブル）が間違っている。
ただ つか くわ イーサネット せつぞく エーディーエスエル

正しいケーブルをお使いください。詳しくは、Ethernetに接続するルーターやADSLモデムなど、ネットワーク
きき とりあつかいせつめいしょ らん

機器の取扱説明書をご覧ください。

t

エーディーエスエル せってい せつぞく ただ

ルーターやADSLモデムの設定や接続が正しくない。
くわ イーサネット せつぞく エーディーエスエル きき とりあつかいせつめいしょ かくにん

詳しくは、Ethernetに接続するルーターやADSLモデムなど、ネットワーク機器の取扱説明書をご確認のうえ、
てきせつ せってい せつぞく

適切な設定、接続をしてください。

イーサネット

Ethernetケーブルをつなぐ
プレイステーション ツー ほんたいはいめん さ こ ほんき ネットワーク せつぞくたんし せつぞく

"PlayStation 2"本体背面に差し込んだ本機のNETWORK接続端子からネットワークに接続することができます。
せつぞく

（100BASE-TXと10BASE-Tタイプのネットワークに接続できます。）
せつぞく イーサネット せつぞく エーディーエスエル きき

接続のしかたについては、Ethernetに接続するルーターやADSLモデム、ケーブルモデムなどネットワーク機器の
とりあつかいせつめいしょ らん

取扱説明書をご覧ください。

ステッカーについて
ほんき ネットワーク せつぞくたんし ご せつぞく ふせ は つ たんし しよう

本機のNETWORK接続端子には、誤接続を防ぐためにステッカーが貼り付けられています。この端子をはじめて使用
ご せつぞく とく ちゅうい

するときに、ステッカーをはがしてください。また、ステッカーをはがしたあとは、誤接続しないように特にご注意く

ださい。

せつぞく

接続について
ほんき ネットワーク せつぞくたんし かき でんわかいせん せつぞく

本機のNETWORK接続端子には下記のネットワークや電話回線を接続しないでください。
ネットワーク せつぞくたんし かき でんわかいせん せつぞく ひつよういじょう でんりゅう なが はつねつ

NETWORK接続端子に下記のネットワークや電話回線を接続すると、コネクターに必要以上の電流が流れ、発熱や
かさい こしょう げんいん とく かいせん ぜったい せつぞく

火災、故障の原因となります。特にホームテレホンやビジネスホンの回線には絶対に接続しないでください。

•
いがい

100BASE-TXと10BASE-Tタイプ以外のネットワーク

•
いっぱんでんわかいせん

一般電話回線

•
アイエスディーエヌ たいおうこうしゅうでんわ

ISDN（デジタル）対応公衆電話のジャック

•
ピービーエックス こうないこうかんき かいせん

PBX（構内交換機）回線

•
かいせん

ホームテレホンやビジネスホンの回線

•
じょうきいがい でんわかいせん

上記以外の電話回線など

ちゅうい

Â ご注意
•

せつぞく さい りようりょうきん りよう

ネットワークに接続する際、インターネットサービスプロバイダーによっては利用料金がかかることがあります。利用のしかたに
よそういじょう りようりょうきん きゃくさま せいきゅう ちゅうい くわ かいせつしょ らん

よっては予想以上の利用料金がお客様に請求されることもありますのでご注意ください。詳しくは、ソフトウェアの解説書をご覧い
かくにん

ただくか、インターネットサービスプロバイダーにご確認ください。

•
たいおう イーサネット いがい しよう

100BASE-TX/10BASE-T対応のEthernetケーブル以外のコードやケーブルは使用しないでください。

ききにんしょう

機器認証について
かぶしきがいしゃ プレイステーション ツー せつぞく ちょさくけん

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントは、"PlayStation 2"のネットワーク接続において、著作権およびセキュリティ
ほご ディ－エヌエ－エス ダイナミック ネットワーク オ－センティケイション システム どくじ ききにんしょう しよう

保護のため、DNAS（Dynamic Network Authentication System）という独自の機器認証システムを使用しています。
ディ－エヌエ－エス プレイステーション ツー せつぞく プレイステーション ツー ききアイディー じょうほう

DNASは、 "PlayStation 2"がネットワークに接続するときに、"PlayStation 2"から機器ID、タイトル情報などのハードウェアお
かん じょうほう じどうてき そうしん

よびソフトウェアに関する情報をサーバーへ自動的に送信します。
そうしん じょうほう こじん とくてい いっさいふく

送信される情報には、個人を特定するものは一切含まれません。

PC CARD

イジェクトボタン

プレイステーション ツー ほんたいはいめん

"PlayStation 2"本体背面

1 2
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1
リンク

LINK（リンク）ランプ
せつぞく てんとう

ネットワークに接続しているときに、点灯します。

2
アクティブ

ACT（アクティブ）ランプ
てんとう

ネットワークにアクセスしているときに、点灯します。

3
ネットワーク せつぞくたんし

NETWORK（ネットワーク）接続端子
イーサネット かい せつぞく

Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）を介してネットワークに接続します。

4
エイチディーディー いか エイチディーディー インターフェース

HDDインターフェースコネクター（以下  HDD IFコネクター）
べつう プレイステーション ツー そとづけがた エイチディーディー せつぞく

別売りの"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（外付型）のHDDインターフェースコネクターを接続します。

5
プレイステーション ツー ほんたいせつぞくよう

"PlayStation 2"本体接続用コネクター
プレイステーション ツー かくちょう せつぞく

"PlayStation 2"の拡張バスコネクターと接続します。

イジェクトボタン

プレイステーション ツー ほんたいはいめん

"PlayStation 2"本体背面

ほんき

本機
やじるし めん みぎ

矢印のある面を右にして
さ こ

差し込みます。
プレイステーション ツー ほんたいはいめん

"PlayStation 2"本体背面


