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軽量・薄型に進化し、ビデオ出力機能を標準搭載した 

新型 PSP® 「プレイステーション・ポータブル」(PSP-2000) 

カラーバリエーションとともに９月発売決定 

 
株式会社ソニー･コンピュータエンタテインメント（SCE）は、従来のPSP®「プレイステー

ション・ポータブル」の基本機能とデザインを継承し、新たにテレビへの出力機能を標準搭載し

ながら大幅に軽量・薄型に進化させた新型PSP®「プレイステーション・ポータブル」（PSP-
2000）を、本体カラーバリエーションとともに、日米欧各地域で2007年9月から順次発売いたし

ます。 
 
今回発売する新型PSP®は、プレイステーションで培ってきた技術とノウハウをもとに本体各部

を新たに設計することにより、PSP®の基本機能・操作性と、携帯機器では圧倒的な大きさとなる

4.3インチの大型高精細液晶画面を継承しながらも、従来のPSP®と比べて重量比で約3分の2の約

189g（従来モデルは約280ｇ）、厚さ約5分の4の約18.6mm（従来モデルは約23.0mm）の軽量・薄

型化を実現しました。これにより、PSP®を今まで以上に手軽に持ち歩きながら、ゲーム・音楽・

映画などのエンタテインメントコンテンツをPSP®ならではの臨場感と迫力でお楽しみいただくこ

とが可能になりました。 
 
軽量･薄型化への設計変更に併せて、PSP®の高品位映像をテレビに映し出すためのビデオ出力

機能を新たに標準搭載しました。専用ケーブル※1を用いてPSP®とご家庭のテレビを接続すること

により、DVD並みのクオリティで提供されるUMD®Videoの映画・音楽映像をはじめ、“メモ

リースティック デュオ”に保存した静止画・動画やPSP®専用ゲームソフトウェア※2などの各種

コンテンツをテレビに出力し、リビングルーム環境でもお楽しみいただくことが可能になります。

また、本体にUMD®から読み出したデータを一時的に記憶する機能を搭載し、ゲームプレイ中の

UMD®からの読み込み時間を短縮しました※3。さらに、「プレイステーション ３」やPCなどと

USB経由で接続することにより、データの交換と同時にバッテリーの充電※4が行えるようになる

など、携帯機器としての利便性が一層向上しました。 
 
新型PSP®は、「ピアノ・ブラック」、「セラミック・ホワイト」、「アイス・シルバー」の基

本3色で展開してまいります※５。軽量・薄型化により携帯性が一層高まったPSP®を、ライフスタ

イルやお好みに合わせたカラーでお楽しみいただけます。 
 
PSP®は、2004年12月の発売以来、世界中のユーザーの皆様からの強力なご支持とソフトウェア

メーカーの皆様からの数々の魅力的なソフトウェアの導入をいただき、2007年3月末時点でPSP®

ハードウェア本体の全世界の累計生産出荷数量は2,500万台以上、PSP®専用ソフトウェアは１億

本以上を達成しています。日米欧全地域において、ソフトウェアラインアップの充実や本体カ

ラーバリエーションの導入などにより、プラットフォームの普及がさらに加速しています。 
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SCE は、年末商戦期に向け続々と発売される豊富かつ魅力的なソフトウェアラインアップと

今回発売する新型PSP®により、プラットフォームの普及・拡大を強力に推進し、PSP®で切り拓

くコンピュータエンタテインメントの世界を創造してまいります。 
 
※1 ビデオ出力専用ケーブル（AVケーブル、S VIDEOケーブル、D端子ケーブル、コンポーネントAVケーブル）は別売りで

す。発売されるケーブルは国・地域により異なります。 
※2 PSP®専用ゲームソフトウェアをテレビに出力する場合、プログレッシブ映像入力方式に対応したテレビと専用ケーブル

（D端子ケーブル・コンポーネントAVケーブル）が必要です。 
※3 本機能の効果は、ゲームタイトルにより異なります。 
※4 USB接続モードに設定しておく必要があります。 
※5 発売されるカラーバリエーションの数は国・地域により異なります。 

 

以 上 

 
＜PSP®「プレイステーション・ポータブル」（PSP-2000）商品概要＞ 

商品名称 PSP®「プレイステーション・ポータブル」 
外形寸法 約169.4 x 18.6 x 71.4 mm （幅×高さ×奥行き）(最大突起部除く) 
質量 約189g （バッテリー含む） 
CPU PSP CPU（動作周波数1～333MHz） 
メイン・メモリ 64MB 
ディスプレイ 4.3インチ 16:9ワイドスクリーンTFT液晶 

480 x 272ピクセル 1,677万色 
サウンド ステレオスピーカー内蔵 
主なI/O ワイヤレスLAN （IEEE 802.11b準拠）(Wi-Fi) 

High Speed USB (USB2.0準拠) (mini-B)  
メモリースティック PRO デュオ™ 
アナログ ビデオアウト 

主な端子 本体電源入力端子 
外部電源供給端子 
ビデオ/ヘッドホン/マイク端子 
USB端子 
メモリースティック デュオ™ スロット 

キー・スイッチ類 方向キー（上下左右）、アナログパッド x 1 
△、○、×、□ボタン、L、Rボタン x 1 
START、SELECT、HOME x 1 
POWER/HOLDスイッチ x 1 
ワイヤレスLAN（ON/OFF）スイッチ x 1 
ディスプレイ、サウンド、音量＋／－ボタン x 1 

電源 専用リチウムイオンバッテリーパック 
外部ACアダプター 
USB充電 

内蔵ドライブ 再生専用UMD® ドライブ 

対応プロファイル PSP®（PlayStation®Portable）Game 
UMD®Video 

アクセスコントロール リージョンコード、視聴年齢制限（パレンタルロック） 
ワイヤレス通信機能 インフラストラクチャーモード 

アドホックモード（最大16台同時接続） 
本体同梱周辺機器 ACアダプター 

バッテリーパック（1200mAh） 
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◇対応コーデック（“メモリースティック”上のコンテンツ） 

ビデオ  メモリースティックビデオフォーマット 
◊ MPEG-4 Simple Profile (AAC LC) 
◊ H.264/MPEG-4 AVC Main Profile (AAC LC) 
 MP4 ファイルフォーマット 
◊ MPEG-4 Simple Profile (AAC LC) 
◊ H.264/MPEG-4 AVC Main Profile - CABAC のみ-  (AAC LC)  

および Baseline Profile (AAC LC) 
 AVI 
◊ Motion JPEG (Linear PCM あるいはμ-Lau)  

ミュージック  メモリースティックオーディオフォーマット 
◊ ATRAC3™ 
◊ ATRAC3plus™ 
◊ MP3 
 MP3(MPEG-1/2 Audio Layer3) 
 MP4(MPEG-4 AAC) 
 WAVE(Linear PCM) 
 WMA(Windows Media® Audio 9 Standard のみ) ※6 

フォト  JPEG (DCF2.0/Exif2.21 準拠) 
 TIFF 
 BMP 
 GIF 
 PNG 

※6 本体の設定でWMAの再生を有効にする必要があります。 
 
 
＜PSP®「プレイステーション・ポータブル」（PSP-2000）カラーバリエーション＞ 

商品名称 PSP®「プレイステーション・ポータブル」 
本体色 ピアノ・ブラック 
型番 PSP-2000 PB 

 
商品名称 PSP®「プレイステーション・ポータブル」 
本体色 セラミック・ホワイト 
型番 PSP-2000 CW 

 
商品名称 PSP®「プレイステーション・ポータブル」 
本体色 アイス・シルバー 
型番 PSP-2000 IS 
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PSP®「プレイステーション・ポータブル」PSP-2000専用周辺機器（別売） 
 
商品名称 バッテリーパック 
型番 PSP-S110 
仕様 外形寸法： 約36 x 10 x 57mm 

質量： 約30g 
電池種類： 専用リチウムイオン電池 
電圧／容量： DC 3.6V／1200mAh 

 
商品名称 リモコン付きヘッドホン 
型番 PSP-S140 
仕様 リモコン操作部： 再生・一時停止、FF、FR、音量+/-、Holdスイッチ 

ヘッドホン： インナーイヤー型ヘッドホン 
 
商品名称 AVケーブル 
型番 PSP-S150 
仕様 コンポジットケーブル 

ケーブル長： 約2.5m 
 

商品名称 S VIDEO ケーブル 
型番 PSP-S160 
仕様 ケーブル長： 約2.5m 

 

商品名称 D端子ケーブル 
型番 PSP-S170 
仕様 日本国内向けケーブル 

ケーブル長： 約2.5m 
 
商品名称 コンポーネントAVケーブル 
型番 PSP-S180 
仕様 ケーブル長： 約2.5m 

 

 
* 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。 
* “PlayStation”、“PSP” 及び“UMD”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。 
* “メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック デュオ”、“ATRAC3”及び“ATRAC3plus”はソニー株式会社の

商標です。 
* “Windows Media”は、米国Microsoft Corporationの米国及び/またはその他の国における登録商標または商標です。 
* 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。 

 

 


