２００３年５月１４日

「“PlayStation 2”専用ネットワークアダプター
(Ethernet) (EXPANSION BAY タイプ) 」『SCPH-10350』
希望小売価格３，９８０円（税別）
２００３年６月１２日（木）から店頭販売開始
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（ＳＣＥＩ）は、「プレイステーション ２」
（ＰＳ２）をネットワークに常時接続してオンライン対応ゲームなどを楽しむ際に用いる、
『SCPH-10350』を、
「“PlayStation 2”専用ネットワークアダプター (EXPANSION BAY タイプ) 」
本年６月１２日（木）から希望小売価格３，９８０円で販売いたします。
これにより、ＳＣＥＩでは本年６月からさらに充実するさまざまなＰＳ２対応ネットワークサ
ービスと共に、ＰＳ２とネットワークを組み合わせた楽しさを多くのユーザーの皆様に楽しんで
いただける環境が一段と整うものと期待しています。
日本では昨年５月から、ブロードバンドネットワークに常時接続したＰＳ２を家庭内のテレビ
に接続して楽しむ、オンラインゲームをはじめとする広範なブロードバンド・ネットワーク・サ
ービス、「プレイステーション ＢＢ」を展開し、ＰＳ２のネットワーク接続を推進してまいりま
した。これに対応するため、ハードディスクドライブとネットワークアダプターを使用したネッ
トワークプラットフォームを展開し、これらを組み合わせた「プレイステーション ＢＢ ユニッ
ト」(ＰＳ ＢＢ ユニット)を出荷してまいりました。
一方、北米ではブロードバンドの普及状況を鑑み、アナログモデム機能を兼ね備えたネットワ
ークアダプターのみでオンラインゲームが楽しめるネットワークプラットフォームを展開し、
昨年８月に販売を開始したＰＳ２専用ネットワークアダプター（Ethernet/modem）の出荷数量が、
本年３月末時点で約１００万台に達しております。
また、欧州および韓国では、本年４月からそれぞれＰＳ２専用ネットワークアダプターを使用
したオンラインゲームの試験サービスを開始しており、世界的にネットワークアダプターのみで
手軽に楽しめるオンラインゲームソフトの普及が広がっています。
今回、日本市場においても世界各地域と同様に、ネットワークアダプター単体を用いるオンラ
インゲームソフトへの期待が高まっていることから、ＰＳ２専用ネットワークアダプターの販売
を決定いたしました。ＰＳ２専用ネットワークアダプターの販売開始によって、個々のオンライ
ンゲームタイトルに必要な環境・条件に合わせて機器をお買い求めいただくことが可能となる他、
ＰＳ２をブロードバンドネットワークに接続し、オンラインゲームをはじめとするネットワーク
サービスをお楽しみいただくお客様がより一層増加するものと期待できます。
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今後ＳＣＥＩは、従来から日本で楽しまれているハードディスクドライブとネットワークアダ
プターの双方を用いるオンラインゲームに加えて、北米で既に楽しまれているようなネットワー
クアダプターのみを用いるオンラインゲームについても積極的に普及を促してまいります。ソフ
トウェアメーカー各社からは、ネットワークアダプター対応のタイトルが続々と発売される予定
です。※別紙資料参照
同時に、ＰＳ２専用ネットワークアダプターを購入したお客様へのサポートとして、
「“PlayStation 2”専用ハードディスクドライブ(EXPANSION BAY タイプ 40GB)」を、希望小売
価格９，９８０円(税別)で単品で販売いたします。
ＳＣＥＩは、今後とも「プレイステーション」および「プレイステーション ２」を中心にゲー
ム・音楽・映画・出版・番組等が融合した新しいコンピュータエンタテインメントの世界を創造
するとともに、グローバルなブロードバンドネットワークの構築を強力に推進してまいります。

※今回店頭販売される PlayStation 2 専用ネットワークアダプターおよび PlayStation 2 専用ハードディ
スクドライブ は、EXPANSION BAY タイプのみとなります。[ PlayStation 2 本体品番が SCPH‑30000、SCPH‑30000
RSW、SCPH‑30000 RSR、SCPH‑30000 RLY、SCPH‑30000 RAB、SCPH‑30000 RMS、SCPH‑35000 GT、SCPH‑37000 L、SCPH‑37000
B、SCPH‑39000、SCPH‑39000 RC、SCPH‑39000 TB、SCPH‑39000 S、SCPH‑39000 SA、SCPH‑39000 AQ、SCPH‑50000 の
モデルに対応]
※

PlayStation BB Unit （外付型 40GB）、 PlayStation 2 専用ハードディスクドライブ（外付型 40GB）、
PlayStation 2 専用ネットワークアダプター（Ethernet）（PC CARD タイプ）[ PlayStation 2 本体品番が
SCPH‑10000、SCPH‑15000、SCPH‑18000 のモデルに対応]および"PlayStation BB Navigator" Version 0.30 は、ﾌﾟ
ﾚｲｽﾃｰｼｮﾝ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（http://www.jp.playstation.com/）でサポート製品として対応いたします。

以

上
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＜商品概要＞
商品名

：“PlayStation 2”専用ネットワークアダプター

(Ethernet)(EXPANSION BAY タイプ)

『SCPH-10350』

発売日

：２００３年６月１２日（木）

希望小売価格

：３，９８０円（税別）

外形寸法

：約１３３×７３Ｘ２８mm（幅/高さ/奥行き）

質量

：約１５０g

入出力

：NETWORK（ネットワーク）接続端子
HDD インターフェースコネクター
HDD パワーコネクター

×１

×１

×１

“PlayStation 2”本体接続用コネクター ×１
対応ハード

：SCPH-30000、SCPH-30000 RSW、SCPH-30000 RSR、SCPH-30000 RLY、

SCPH-30000 RAB、SCPH-30000 RMS、SCPH-35000 GT、SCPH-37000 L、
SCPH-37000 B、SCPH-39000、SCPH-39000 RC、SCPH-39000 TB、
SCPH-39000 S、SCPH-39000 SA、SCPH-39000 AQ、SCPH-50000
内容品

：“PlayStation 2”専用ネットワークアダプター

(Ethernet) (EXPANSION BAY タイプ ) ×１
商品名

：“PlayStation 2”専用ハードディスクドライブ

(EXPANSION BAY タイプ 40GB) 『SCPH-20401』
発売日

：２００３年６月１２日（木）

希望小売価格

：９，９８０円（税別）

外形寸法

：約１２２×２７Ｘ１５４mm（幅/高さ/奥行き）

質量

：約７００g

最大転送速度

：６６MB/sec

容量

：４０GB

入出力

：HDD インターフェースコネクター

×１

HDD パワーコネクター ×１
対応ハー ド

：SCPH-30000、SCPH-30000 RSW、SCPH-30000 RSR、SCPH-30000 RLY、

SCPH-30000 RAB、SCPH-30000 RMS、SCPH-35000 GT、SCPH-37000 L、
SCPH-37000 B、SCPH-39000、SCPH-39000 RC、SCPH-39000 TB、
SCPH-39000 S、SCPH-39000 SA、SCPH-39000 AQ、SCPH-50000
内容品

：“PlayStation 2”専用ハードディスクドライブ

(EXPANSION BAY タイプ 40GB) ×１
“PlayStation BB Navigator” Version 0.30 (CD-ROM） ×１
以

上
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２００３年５月１４日

●オンラインゲームタイトル一覧
（発売日/発売元社名五十音順）

タイトル

発売元

発売日/

※対応

サービス開始日 /専用
オンラインゲームズ 大ぐるぐる温泉

㈱セガ

2002/10/31

対応

ワールドサッカーウイニングイレブン６

㈱ｺﾅﾐｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ東京

2002/12/12

対応

Let’s ブラボーミュージック

㈱ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

2002/12/12

対応

ヴィーナス&ブレイブス

㈱ナムコ

2003/2/13

対応

永世名人７ 通信将棋クラブ

コナミ㈱

2003/3/13

対応

FINAL FANTASY XI/PlayOnline

㈱スクウェア・エニックス

2003/4/17

専用

㈱スクウェア・エニックス

2003/4/17

専用

2003/6/5

対応

㈱スクウェア・エニックス

2003/6/12

専用

みんなのGOLF オンライン

㈱ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

2003/6/12

専用

信長の野望 Online

㈱コーエー

2003/6/12

専用

カルドセプトセカンドエキスパンション

㈱セガ

2003/7/10

対応

SOCOM: U.S. NAVY SEALs

㈱ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

2003/7/24 予定 対応

実況パワフルプロ野球１０

㈱ ｺﾅﾐ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 大阪

2003/7/17

対応

pop'n対戦ぱずるだまONLINE

コナミ㈱

2003/夏

専用

Catan

㈱カプコン

2003/夏

専用

BOMBERMAN ONLINE

㈱ハドソン

2003/夏

専用

BIOHAZARD OUTBREAK

㈱カプコン

今冬

対応

ファイナルエボリューション

〜魔女と女神と滅びの予言〜

ジラートの幻影
FINAL FANTASY XI/PlayOnline
オールインワンパック 2003
J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう！３ ㈱セガ
FINAL FANTASY XI/PlayOnline
エントリーディスク

PlayStation 2 the Best

TAISEN①

将棋

㈱毎日コミュニケーションズ

2003/冬

対応

TAISEN②

囲碁

㈱毎日コミュニケーションズ

2003/冬

対応

TAISEN③

麻雀

㈱毎日コミュニケーションズ

2003/冬

対応

TAISEN④

ソルジャー

㈱毎日コミュニケーションズ

2003/冬

対応

グランツーリスモ４

㈱ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

今冬

対応

BREAKER

テクモ㈱

2003/未定

専用

auto modellista U.S.-tuned

㈱カプコン

未定

対応

ワールドサッカーウイニングイレブン ７（仮）㈱ｺﾅﾐｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ東京

未定

対応

機動戦士ガンダム（仮）

未定

対応

〜企業戦士将棋〜

㈱バンダイ
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ネットワークプロレスリング（仮）

㈱ユークス

未定

対応

※専用・・・プレイする際にネットワーク接続が必要なソフトウェア。（ネットワーク環境及び関連機器が必須）
※対応・・・プレイする際に一部ネットワーク接続が必要な機能が含まれるソフトウェア。（ネットワークに接
続してプレイする場合は、ネットワーク環境及び関連機器が必須）
以 上
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