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『nasne（ナスネ）™』 
２０１２年７月１９日（木）に１６，９８０円（税込）にて発売 

～大容量500GBのハードディスクドライブおよび地上デジタル／衛星デジタルチューナー搭載、 

ソニーグループ対応機器と連携しテレビの新しい視聴スタイルを実現～ 

 

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（SCE）は、500GBのハードディスクドラ

イブ（HDD）および地上デジタル／衛星デジタル（BS／110度CSデジタル）チューナーを搭載し

たネットワークレコーダー＆メディアストレージ『nasne（ナスネ）™』を2012年7月19日（木）

に日本国内で希望小売価格16,980円（税込）にて発売いたします。 

 

ユーザーの皆様は、ナスネ本体を家庭内ネットワークに接続することで、PlayStation®3

（PS3®）専用アプリケーション「torne（トルネ）™」やソニー株式会社が新たに開発したVAIO

専用のナスネ対応視聴・録画アプリケーション「VAIO TV with nasne™（バイオ テレビ ウィズ 

ナスネ）」を使って、地上デジタル放送ならびに衛星デジタル（BS／110度CSデジタル）放送の

テレビ番組視聴や録画が可能になります。さらにPS3®、PS Vita、VAIO、“Sony Tablet”、

Xperia™をお使いのユーザーの皆様は、ナスネを通じて、録画した番組コンテンツをこれらのナ

スネ対応機器で共有することが可能になるほか、放送中の番組や録画した番組を家庭内において、

2つの機器で同時にお楽しみいただくことも可能です*1。 

ナスネはまた、ソネットエンタテインメント株式会社が提供する「Gガイド.テレビ王国CHAN-

TORU」とも連動します。ユーザーの皆様は外出先でも、PlayStation®Vita (PS Vita)、PC、タブ

レット、スマートフォンなどのモバイル機器から家庭内にあるナスネにアクセスし、テレビ番組

の録画予約が可能になります。 

加えてナスネは、メディアストレージとしての機能も備えております。ユーザーの皆様はお持

ちの動画や画像、音楽などの様々なコンテンツをナスネに搭載されている500GBのHDDに保存し、

家庭内ネットワーク上にある各種DLNA対応機器と共有することができるうえ、外付けHDDを接

続することで容量の拡張も可能です*2。 

 

「ナスネがホームエンタテインメントのハブとなり、ソニーグループが持つネットワークに対

応した様々な製品群とつながることで、ソニーならではのシームレスなユーザー体験を提供しま

す。ナスネは、専用アプリケーションを通じて様々なソニー製品でテレビ番組を楽しむことを可

能にし、視聴スタイルの自由度を飛躍的に高めます。今後も、ソニーグループ内の連携を強化し、

世界中のお客さまに感動を与え、好奇心を刺激するような魅力的な商品やサービスをお届けして
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まいりますのでご期待ください。」 

（ソニー株式会社 代表執行役 社長 CEO 兼 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメン

ト 代表取締役 会長 平井 一夫） 

 

ソニーグループ製品との組み合わせでお楽しみいただけるナスネの主な機能は、以下のとおり

です。 

 

 PlayStation®3 

PS3®ユーザーの皆様は、ナスネに同梱されるPS3®専用TVアプリケーション「torne（トルネ）

™」（ver4.0）をインストールすることで、LAN経由*3でPS3®を通じてスピーディーな操作で地

上デジタル放送および衛星デジタル（BS／110度CSデジタル）放送のテレビ番組のライブ視聴や

録画*4が行えます。 

PS3®に最大4台までナスネを登録してテレビ番組の同時録画が可能なほか、既にトルネをお持

ちのユーザーの皆様は、PS3®専用地上デジタルチューナーと併せてご使用頂くことで、5番組同

時録画*5が可能になります。トルネver4.0の詳細は、別途ご案内いたします。 

 

 PlayStation®Vita 

PS Vitaユーザーの皆様は、年内に提供を予定しているPS Vita専用のナスネ対応視聴・録画アプ

リケーションとして「torne（トルネ）for PS Vita」（仮称）を利用することで、書斎や寝室など

家庭内のお好きな場所からナスネに直接アクセスし、Wi-Fi経由でテレビ番組のライブ視聴、録

画予約などが可能になります。また、録画と同時に書き出し用ファイルを作成するナスネの特長

を活かし、テレビ番組の録画コンテンツをWi-Fi経由でPS Vitaへ素早く書き出せることから、外

出先でもPS Vitaの5インチの美麗な有機ELディスプレイ上で録画したテレビ番組を手軽にお楽し

みいただけます。「トルネ for PS Vita」（仮称）の詳細は、あらためてご案内いたします。 

 

 VAIO 

VAIOユーザーの皆様は、ナスネの発売に合わせて提供予定のVAIO専用のナスネ対応視聴・録

画アプリケーション「VAIO TV with nasne™（バイオ テレビ ウィズ ナスネ）」（ベータ版）*6

を利用することで、書斎や寝室など家庭内のお好きな場所からナスネに直接アクセスし、Wi-Fi

もしくはLAN*3経由でテレビ番組のライブ視聴、録画予約などが可能になります。 

加えて「VAIO TV with nasne™」には以下の特長があります。 

① ナスネ本体のHDDに録画した番組コンテンツをブルーレイディスク™やDVDにダビング、

またVAIO本体のHDDもしくはステートソリッドドライブ（SSD）へ書き出しが可能。 

② 家庭内ネットワーク上に最大8台のナスネを登録し、8つのチャンネルの同時録画が可能。 

③ キーワードから広がっていく番組検索機能を搭載。 

「VAIO TV with nasne™」は、自動アップデートサービス「VAIO Update」を通じてWindows 7

搭載のVAIO*7に無償でダウンロードできます。 

 

 “Sony Tablet”/Xperia™ 
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“Sony Tablet”*8、Xperia™*9のユーザーの皆様は、それぞれのアプリケーションを通じて書斎

や寝室など家庭内のお好きな場所からナスネに直接アクセスし、Wi-Fi経由でテレビ番組のライ

ブ視聴、録画番組の視聴が可能になります。また、「Gガイド.テレビ王国CHAN-TORU」を利用

して外出先からテレビ番組の録画予約も行えます。 

 

SCEは、ナスネとPlayStation®プラットフォームをはじめとした様々な機器やサービスとの連携

を通じ、新たなエンタテインメントの世界の拡大を強力に推進してまいります。 
 

以上 
 

 

*1 DTCP/IPストリームを2本同時に送信が可能です。メディアストレージとして「ナスネ」を利用した場合、搭載HDD

に保存したコンテンツを63台の対応機器までシェア可能。 

*2 画像、音楽などプライベートコンテンツのDLNAでの配信は、ナスネシステムソフトウェアVer.1.50より対応。 

*3 有線での接続が必要。 

*4 衛星デジタル（BS／CS110度）放送をお楽しみいただくためには、別途、衛星デジタル（BS／CS110度）放送受信用

アンテナもしくは同等の設備が必要。 

*5 衛星デジタル（BS／CS110度）放送は、最大4番組同時録画が可能。 

*6 「VAIO TV with nasne™」の提供開始時点では、ベータ版での配布となり、サポートの提供はありません。 

*7 対応機種の詳細は別途ご案内します。 

*8 “Sony Tablet”では、ソニーの提供するアプリケーション「RECOPLA（レコプラ）」を“Sony Tablet”上の「Select 

App」または Google Playストアからダウンロード（無償）し、視聴可能。“Sony Tablet”のシステムソフトウェア、

およびRECOPLAに対応した「Media players」アプリのアップデートも必要です。 

*9 一部のXperia™が2012年中に対応予定。対応機種については、Sony Mobile Communications ABのウェブサイトにて

追ってご案内します。 

 
 
 

＜ネットワークレコーダー＆メディアストレージ 「nasne（ナスネ）™」商品概要＞ 
商品名 「nasne（ナスネ）™」 
型番 CECH-ZNR1J 
発売日 2012年7月19日 
希望小売価格 16,980円（税込） 
本体色 ブラック 
外形寸法 約43 x 189 x 136mm （幅 x 奥行き x 高さ） （最大突起物含む） 
質量 約460ｇ 
RFチューナー 地上デジタル：ISDB-T x 1 

衛星デジタル：ISDB-S x 1 
受信チャンネル 地上デジタル：VHF帯（1～12ch）、UHF帯（13～62ch）、CATV帯（C13～C63ch） 

衛星デジタル：BS/110度CSデジタル（1032～2071MHz） 
内蔵HDD SATA 2.5 inch （容量：500GB） 
入出力端子 LAN端子（100BASE-TX、1000BASE-T） 

ANTENNA IN（アンテナ入力）端子（地上デジタル／BS／110度CS混合アンテナ入力） 
ANTENNA OUT（アンテナ出力）端子（地上デジタル／BS／110度CD混合アンテナ出力） 
EXT HDD（外付けハードディスク）端子（USB2.0準拠、Type A） 
B-CASカードスロット 

ボタン 電源ボタン 
IP RESETボタン 

インジケーターランプ 電源ランプ 
RECランプ 
IPステータスランプ 
HDDアクセスランプ 

電源 AC100V、DC12V／1.5A 
消費電力 録画中、2ストリーム配信時：9.5W 
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省電力モードスタンバイ時：1.5W 
ネットワークレコーダー

機能 
DTCP-IP対応 
地上デジタル／BS／110度CSデジタル放送のライブ／録画コンテンツストリーム配信

（ホーム＆モバイル機器向け） 
録画モード（DR＆3倍）対応 
リモート録画機器の登録とインターネット経由での録画予約 
トリックプレイ／シーンサーチ対応 
レジューム再生 
DTCP-IP Move対応 
モバイル機器への書き出し対応（ネットワーク環境により転送時間が異なる） 
ダビング10対応 
マルチクライアント対応（DTCP-IPストリームを同時に2本配信） 
周波数変更時の自動追従 など 

メディアストレージ機能 メディアサーバー機能 
 DLNA1.5対応 
 ライブチューナー（地上デジタル／BS／110度CSデジタル放送）と録画コンテンツのDMS

配信 
 ファイルサーバーに転送された画像／音楽／ビデオファイルをDMSで配信 *1 
 マルチクライアント対応 
 リアル茄子出現システム対応 *1 
 …など 
ファイルサーバー機能 
 共有ディレクトリ設定 
 ワークグループ設定 
 …など 

その他の機能 Webブラウザアプリケーション“nasne™ HOME” 
外付けハードディスク対応（1台の“ナスネ”に1台の外付けハードディスクを登録可能） 
省電力モード対応（10分間アクセスがないとスタンバイモードに移行） 
“ナスネ”システムソフトウェアアップデート機能 

同梱物 “ナスネ”本体 x 1 
ACアダプター x 1 
電源コード x 1 
LANケーブル x 1 
アンテナケーブル x 1 
B-CASカード x 1 
PS3®専用TVアプリケーション「torne(トルネ) ™」（BD-ROM） x 1 
クイックスタートガイド 

*1 nasne(ナスネ)™システムソフトウェアVer.1.50へアップデートが必要。 

 

* 「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS3」および「PSP」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。 

* VAIO 、“Sony Tablet” はソニー株式会社の登録商標または商標です。 

* “Xperia”は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 

* Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

* Gガイド、およびG-GUIDEは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標

です。 

* その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。 

 

 

 


