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（リ本 No.1108） 
 

2011 年 4 月 25 日 
三菱電機株式会社 

 
3D にも対応、新発想「くるっとリモコン」でレコーダーもテレビも簡単操作 

三菱ブルーレイディスクレコーダー「REAL ブルーレイ」新商品発売 
 
三菱電機株式会社は、ブルーレイディスクレコーダー「REAL ブルーレイ」シリーズの 3D 対

応の新商品 3 機種を 5 月 31 日に発売します。レコーダー操作用とテレビ操作用として両面使用

できる「くるっとリモコン」により、リモコン 1 つでレコーダーもテレビも簡単に操作できます。

また「らく楽モード」機能により、わかりやすい操作手順で、録画・再生・ダビングも可能です。 

 

 

    REAL ブルーレイ 
くるっとリモコン 

 左:レコーダー操作用 
右:テレビ操作用 

 新商品の特長  

1．レコーダーもテレビも簡単に操作できる「くるっとリモコン」 
・レコーダー操作面とテレビ操作面に分けた新発想の両面リモコン 
・「予約」「見る」「残す」の大きなボタンで録画・再生・ダビングが簡単操作 
・水や汚れに強いシートボタンを採用 

2．録画・再生・ダビングが簡単に操作できる「らく楽モード」 
・テレビ画面に操作方法が順番に表示され、画面を確認しながら操作できる「らく楽メニュー」 
・音声ガイドで操作をアシスト 
・シンプルな操作でブルーレイディスクや DVD へダビングできる「らく楽ダビング」 

3．テレビとも連動した高速起動モード  
・「瞬間電源オン」設定により、1 秒以内に高速起動 
・テレビの使用状態と連動した「瞬間電源オン」時間帯設定※1で、消費電力の低減に貢献 
・「瞬間電源オン」の時間帯設定は、ユーザー設定に加えて学習型自動設定が可能 

※1 HDMI に対応したテレビと接続し、HDMI リンク機能が有効であることが必要です。 
「瞬間電源オン」設定時は、「瞬間電源オン」（切）時より待機時消費電力が大きくなります 

 発売の概要  

商品名 形名 HDD 容量
希望小売

価格 発売日 当初 
月産台数

DVR-BZ450 2TB 3,000 台

DVR-BZ350 1TB 10,000 台

3D 対応 HDD 内蔵 
ブルーレイディスクレコーダー 

「REAL ブルーレイ」 
DVR-BZ250 500GB 

オープン 5 月 31 日 

20,000 台

 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 電話 03-3218-2359 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に向け、地上デジタル放送対応テレビに加え

て、デジタルハイビジョン放送が録画できるレコーダーの需要が拡大しています。一方、 近の

レコーダーは多機能化につれて操作が複雑になる傾向にあることから、できるだけ簡単に操作が

できる商品のニーズが高まっています。 
当社は今回、レコーダー操作用とテレビ操作用のボタンを両面に配置した新発想の「くるっと

リモコン」を採用し、操作ガイダンスと音声ガイドを搭載した「らく楽モード」により簡単に操

作できる 3D 対応ブルーレイディスクレコーダーを発売します。 

 特長の詳細  

1．レコーダーもテレビも簡単に操作できる「くるっとリモコン」 
(1)両面仕様リモコン 
リモコンの一方の面にレコーダー、もう一方の面にテレビ操

作用ボタンを配置した新発想のリモコンです。レコーダーの

操作はもちろん、テレビのほとんどの基本操作※2がこのリモ

コン 1 個で行えます。他社テレビ※3の登録はリモコンの専用

ボタンを押すだけで簡単に切換できます。リモコンはセンサ

ーを内蔵しているので、誤って下面の操作ボタンを押しても

上面のボタンだけが効く安心設計です。また、リモコンの操

作面は水や汚れに強いシートボタン式なので、水滴が付着し

た場合なども、簡単に拭き取ることができます。 
(2)大きな文字のシンプルなリモコン 
よく使うボタンを大きくわかりやすく配置した蓋のない 1 層

構造のリモコンです。使用頻度の高い「予約」「見る」「残す」

の 3 つのボタンは特に大きく配置しており、録画予約から再

生、ダビングまで、シンプルな手順で操作できます。 
※2 選局、音量、入力切換、放送波切換、音声切換、番組表、デー

タ放送、メニュー操作、字幕、オフタイマー。ただし、使用され

るテレビによっては一部のボタンが有効でない場合があります。

オートターン、「REALINK」機能は当社テレビのみで操作が可

能です 
※3 国内主要メーカーに対応しています。対応しているメーカーでもすべてのテレビでの動作を保証する

ものではありません 

2．録画・再生・ダビングが簡単に操作できる「らく楽モード」 
(1)操作ガイド機能 
「らく楽モード」設定により、操作が簡単な「らく楽モード」機能を利用できます。リモコ

ンの「メニュー/らく楽」ボタンを押すと、「らく楽メニュー」が表示されます。「らく楽メニ

ュー」ではテレビ画面に操作方法が順番に表示されるので、画面を確認しながら操作できま

す。また、リモコン操作はレコーダー本体から鳴る報知音※4 で確認でき、操作に応答した音

声ガイドがテレビから流れるので、初めてデジタルレコーダーを使用される方でも安心して

ご使用いただけます。その他にも「録画した番組をみる」、｢予約する｣の画面では、本機が持

つさまざまな機能の説明と、各種機能へのショートカットメニューを搭載しています。基本

機能だけでなく、便利な機能も簡単にご使用いただけます。 
(2)レコーダー本体の「らく楽モード」※5ボタン 
レコーダー本体中央の「らく楽モード」ボタンで設定のオン、オフができます。LED が点

灯するので、オン、オフが一目でわかります。 
(3)「らく楽ダビング」 
ダビングは、録画一覧からディスクにダビングしたい番組を選んで決定ボタンを押すだけの

シンプル操作です。挿入されたディスクに 適なモードを自動的に選択します。 
※4 リモコン操作に反応した確認音は、通常モード時にもオン設定可能です 
※5 らく楽モードでは、通常メニュー画面は表示できません。詳細設定が必要な場合は通常モードに戻り、

設定の変更が必要です。通常モードでの設定値は、らく楽モードでもそのまま引き継がれます。テレビ

放送画面で切換が可能です。録画中、ダビング中は切換ができません。 

 
くるっとリモコン 
左：レコーダー操作用 
右：テレビ操作用 
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3．テレビとも連動した高速起動モード 
起動モードは、省エネ優先の「通常モード」と「高速起動モード」が選べます。「高速起動モー

ド」を選択すれば、使用頻度の高い時間帯にすばやく起動できる「瞬間電源オン」機能を利用

できます。 
(1)「瞬間電源オン」設定で 1 秒以内に高速起動 
「瞬間電源オン」に設定すれば１秒以内で高速起動します。急いで起動したい場合に便利な

機能です。 
(2)テレビの使用状態と連動 
テレビ※6とレコーダーを HDMI ケーブルでつなぎ、リンク機能が有効であれば、テレビの電

源のオン、オフ状態に連動した高速起動を設定できます。あらかじめ設定した「瞬間電源オ

ン」の時間帯で、テレビを視聴しているときだけ「瞬間電源オン」状態にすることもできる

ので、無駄に電気を消費しません。 
(3)学習型の起動待機設定 
ユーザーの使用履歴から使用時間帯を学習します。使用頻度が高い時間帯には自動的に「瞬

間電源オン」状態になります。お好みにより、設定時間をすべて学習型にすることも、ユー

ザーによる時間帯指定と学習型を併用することも可能です。 
※6 HDMI 機器制御に対応したテレビが必要です 

 その他の特長  

1．3D 対応ブルーレイディスクレコーダー 
3D 対応のテレビと接続すれば、3D の放送やパッケージソフトを楽しめます※7。放送の 3D 信

号はサイドバイサイド方式に、パッケージソフトの 3D 信号はフレームパッキング方式に対応

しています。フレームパッキング方式のパッケージソフトの 3D 信号を、サイドバイサイド方

式やチェッカーボード方式で出力※8することも可能ですから、フレームパッキング方式に対応

していない 3D 対応テレビでもコンテンツを楽しむことができます。 
サイドバイサイド方式：オリジナル解像度を水平方向に 2 分の 1 とした左眼用映像データと右眼用映像デー

タを 1 フレーム内に配置するフォーマット 
フレームパッキング方式：オリジナル解像度の画面を、左右信号を含めてオリジナル解像度のまま伝送する

フォーマット 
チェッカーボード方式：オリジナル解像度を 2 分の 1 に間引いて左眼用映像データと右眼用映像データを 1

フレーム内に千鳥格子状に配置するフォーマット 
※7 3D モードを切り替えて各方式に対応 
※8 当社製レーザーテレビ「LASERVUE」75-LT1 での視聴が可能です 

2．3D 映像の効果を調整する「奥行きアジャスター」機能 
当社が録画テレビ「MDR1 シリーズ」(2010 年 8 月 24 日広報発表)に搭載し、好評をいただい

ている「奥行きアジャスター」機能をブルーレイディスクレコーダーにも搭載しました。右眼

と左眼の視差によって立体的な映像を再現する 3D映像は、視聴者によって効果が異なります。

「奥行きアジャスター」機能は、3D 映像の奥行き感や飛び出し感を調整できるので、映像コン

テンツの内容や視聴距離に合わせて 3D 映像をお楽しみいただけます。 

3．ハードディスク内での録画モード変換機能 
内蔵ハードディスクに DR モードで録画した番組を、内蔵ハードディスク内で AF/AN/AE※9 
モードに変換※10 できます。ハードディスクの残り容量が少なくなった場合など、残り容量を

増やすことができます。 
※9 XP/SP/LP/EP モードへの変換はできません 
※10 電源オフ中に行ないます。ハードディスク内変換ダビング中に電源オンされた場合は、変換を中止

します 

4．ムーブバック(書き戻し)機能 
ブルーレイディスクにダビングした番組を、再度本体のハードディスクにムーブバック(書き

戻し)できます。色々なディスクの番組を再編集して一つのディスクにまとめることが可能※11

です。 
※11 ファイナライズされていない BD-R/BD-RE のみ。DVD からの書き戻しはできません。 

ブルーレイディスクからハードディスクにムーブバックした番組はディスクから削除されます。 
BD-R の場合、ハードディスクにムーブバックしても、ディスク記録可能残容量が増えることはありません 
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5．「効率よく見る」ための当社独自の機能を搭載 
(1)「おすすめ自動チャプター」※12 
番組を内蔵ハードディスクへ予約録画する時に、音や映像などの切り換わりを認識して自動

でチャプターを作成します。録画した番組の再生中にリモコンの「次／ジャンプ」ボタンを

押すと、次のチャプターにジャンプして視聴できます。 
(2)「見どころ再生」機能※13 

内蔵ハードディスクに予約録画した番組の見どころだけを自動で再生できます。当社従来機

種ではスポーツ番組や音楽番組が対象でしたが、すべての番組に見どころ再生機能を拡大し

ました。見どころ部分だけをブルーレイディスクや記録型 DVD に保存することもできます。 
(3)「シーン検索」機能※12 
内蔵ハードディスクに予約録画した番組の再生中に、リモコンの「シーン検索」ボタンを押

すと、場面が切り替わるところなどの場面（シーン）が表示されます。見たい場面を選んで

「決定」ボタンを押すと、選んだ場面から再生します。 
※12 自動チャプターマークの設定を「おすすめ自動 1」あるいは｢おすすめ自動 2｣に設定しておく必要が

あります 
※13 見どころ再生情報を「生成する」を選択しておく必要があります 

6．デジタル放送の長時間フルハイビジョン記録に対応 
(1)ハードディスクとブルーレイディスクへの長時間フルハイビジョン記録 
圧縮効率の高い記録方式である MPEG-4 AVC/H.264 映像圧縮方式を採用しました。デジタ

ル放送の映像データを圧縮せずに記録する DR モードに比べ、約 12 倍※14の長時間フルハイ

ビジョン記録が可能です。 
(2)記録型 DVD へのフルハイビジョン記録 
記録型DVDへフルハイビジョン映像を記録するために策定されたAVCRECTM規格に対応し

ているので、DVD-R/-RW(片面 1 層、4.7GB)に 大約 4 時間 50 分※15、DVD-R DL(片面 2
層、8.5GB)に 大約 9 時間※15フルハイビジョン映像を記録できます。 

(3)フルハイビジョン長時間モードでのデジタル放送 2 番組同時録画 
フルハイビジョン長時間録画モードでの 2 番組同時録画も、録画後に指定の録画モードに自

動変換することにより可能になりました※16。また、2 番組同時録画中にブルーレイディスク

を再生できます。 
※14 ハードディスク、ブルーレイディスクに、BS・110 度 CS デジタルのハイビジョン映像(約 24Mbps)

を録画モード DR(放送波そのままのビットレート)と録画モード AE(12 倍モード)(約 2Mbps)で記録

した場合との比較。画質が劣化する場合がありますが、デジタル放送をハイビジョンフォーマット（水

平 1920×垂直 1080 画素）で、ハードディスク、ブルーレイディスクに約 12 倍の長時間録画が可能 
※15 録画モード AE(12 倍モード)で記録時 
※16 ハードディスクへの 2 番組同時録画時のみ 

7．多チャンネルの豊富な番組をハイビジョン画質で録画する「スカパー！HD 録画」に対応 
映画、スポーツ、音楽から国内外のドラマまで多彩な番組を放送するスカパー！HD のハイビ

ジョン番組をハイビジョン画質のまま録画できる「スカパー！HD録画」※17に対応しています。

LAN ケーブルでスカパー！HD 対応チューナーと本機とを接続すれば、録画予約もスカパー！
HD 対応チューナーの番組表から簡単に行えます。 

※17 「スカパー！HD 録画」を利用するためには、スカパー！HD 視聴のご契約とスカパー！HD 対応チ

ューナーが必要です。スカパー！HD で放送中の標準画質番組は標準画質での録画となります。 

8．BDXLTM対応 
ブルーレイディスクの新規格 BDXLTM に対応しています。これにより、BD-R XL（3 層：

100GB）にフルハイビジョン映像を 大約 104 時間※18長時間録画できます。 
※18 録画モード AE(12 倍モード)で記録時 

9．超解像技術：「DIAMOND HD Basic」機能搭載  
DVD などの標準画質の映像も、精細感を高め、より美しい画質でお楽しみいただけます※19。 
※19 D 端子、HDMI 端子でテレビと接続し、XP/SP/LP/EP で録画した標準画質の番組を 1080i/1080p

にアップコンバートして出力する場合のみ有効です。ハイビジョン画質(DR/AF/AN/AE)では設定を変

更しても効果がありません 
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10．各種ネットワーク機能搭載 
(1)「アクトビラ」※20対応 
デジタルテレビ向けのネットサービスである「アクトビラ」に対応しています。ブロードバ

ンド回線に接続することで、生活に役立つ情報や、豊富な映像コンテンツを楽しめます。全

画面で迫力のあるハイビジョン映像を視聴できる「アクトビラ ビデオ・フル」に対応すると

ともに、映画やドラマなど様々な映像コンテンツを内蔵ハードディスクにダウンロードする

ことでダウンロードした映像コンテンツを視聴できる「アクトビラ ビデオ・ダウンロードレ

ンタル」、ブルーレイディスクや記録型 DVD へダビングして楽しむことのできる「アクトビ

ラ ビデオ・ダウンロードセル」にも対応しています。 
※20 「アクトビラ」とは、株式会社アクトビラが提供するデジタルテレビ向けネットサービスの総称で

す。「アクトビラ」を利用するためには、インターネットのブロードバンド環境(ADSL、FTTH、CATV
など)が必要です。「アクトビラ」の利用には、一部の有料サービスを除き料金はかかりません。ただ

し回線利用料やプロバイダーとの契約・使用料金が別途必要です 
(2)「TSUTAYA TV」※21対応 

株式会社 TSUTAYA TV が提供する映画や海外ドラマなど、さまざまな映像コンテンツを視

聴可能な「TSUTAYA TV」に対応しています。視聴形式はレンタル（ストリーミング）／レ

ンタル（ダウンロード）／セル（動画販売）で、TSUTAYA をはじめとする提携先で利用金

額に応じて貯めることができる「T ポイント」を使って動画も見られます。 
※21 プロバイダーや回線事業者との契約手続き・使用料は別途必要です 

(3)「BD-LIVETM」対応 
インターネットを通じて、追加コンテンツを取得できる「BD-LIVETM」に対応しています。

「BD-LIVETM」対応の BD-ROM を再生し、インターネット経由で映画会社が用意するサー

バーに接続することで、再生字幕や特典映像など、元々ディスクには記録されていないさま

ざまなコンテンツをダウンロードし、楽しむことができます。 

11．「REALINK」機能により、液晶テレビ「REAL」と連携操作 
「REALINK」機能対応の当社液晶テレビと HDMI ケーブルで接続し、HDMI リンク機能設

定を有効にすることにより、テレビとのさまざまな連携操作が可能になります※22。 
(1)「一発録画」機能 

テレビのリモコンの「一発録画」ボタンを押すだけで、テレビで視聴中の番組をレコーダーに

録画できます。レコーダーのチャンネル合わせなどの録画操作は不要です。 
(2)「番組ポーズ」機能 
テレビ視聴中にテレビのリモコンの「番組ポーズ」ボタンを押すと、テレビ画面を一時停止し、

ハードディスクに録画を開始します。もう一度「番組ポーズ」ボタンを押せば、一時停止して

いたところから追っかけ再生を開始します。 
(3)「音声操作ガイド付録画予約」機能 

テレビの電子番組表(EPG)からレコーダーの録画予約ができます。録画情報をレコーダーへ送

信するときに、分かりやすい音声ガイドで確認しますので、予約ミスが防げます。 
(4)「録画一覧表示」機能 

テレビのリモコン操作で、レコーダーの録画一覧を簡単に表示できます。 
(5)「デジタル 2 画面」機能 

テレビの 2 画面機能により、一方にレコーダーのチューナーからのデジタル放送を映し、もう

一方にテレビ自体のチューナーからのデジタル放送を映して、2 つのデジタル放送を同時に楽

しむことができます。 
(6)デジタル放送の「録画予約状況確認」機能 
テレビの電子番組表(EPG)を使ってレコーダーに録画予約したときに、テレビの電子番組表

(EPG)や予約一覧で、レコーダーに録画予約している番組を確認できます。 
(7)「レコーダーの状態お知らせ」機能 

録画予約の重複やハードディスク容量が残り少ないなどのレコーダーの状態を、テレビ画面上

にメッセージでお知らせします。 
※22 いずれもデジタル放送視聴中に限り有効な機能です（アナログ放送、外部入力には機能しません） 

12．ユーザーの傾向や好みに合わせて番組を自動的に録画する「おすすめ自動録画」機能 
「おすすめ自動録画」機能により、録画・再生などの履歴から、レコーダーがユーザーの傾向
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や好みを解析し、その傾向や好みに合わせて番組を自動的に録画します。過去のユーザーの傾

向から、録画予約する可能性がある番組を自動録画し、未然に予約忘れを防止する「安心型」

と、ユーザーの好みに合った新しいおすすめ番組を自動録画する「発掘型」の 2 種類がありま

す。「安心型＋発掘型」の両方指定もできます※23。 
※23 らく楽モードでは、「発掘型のみ」2 番組固定の「入」/「切」のみとなります 

13．SD カードスロット、USB 端子を装備 
SD カードや USB ケーブル接続の入力に対応しています。デジタルカメラなどで撮影した写真

をテレビ画面で確認できます。AVCHD 方式で記録されたデジタルビデオカメラの映像も、内

蔵ハードディスクにダビングすることで、再生はもちろん、ブルーレイディスクや記録型 DVD
に再度ダビングできます。 

14．i.LINK（TS 入力）端子を装備 
CATV 用セットトップボックスからの録画に対応しています。 

15．高品位で見やすい電子番組表(EPG)を採用 
電子番組表（EPG）は、 大 19ch／12 時間表示が可能です。また、ご使用のテレビに合わせ、

読みやすさや一覧性など、好みに応じて 3／5／7／9／11／15／19ch 表示に切り替えできます。 

16．「フリーワード検索」機能 
番組タイトルや出演者名などのフリーワードを入力すれば、関連する番組を表示します。「スポ

ーツ」「音楽」などのキーワードでも番組を検索できるので、お好みの番組を簡単に探せます。 

17．24p 出力 
市販のブルーレイディスクのソフト（BD-ROM）に収録された、オリジナルフィルムと同じ毎

秒 24 コマのプログレッシブハイビジョン映像（24p）の出力に対応しています。24p 入力に対

応したテレビと HDMI ケーブルで接続すれば、映画本来の質感でお楽しみいただけます。 

18．Deep Color 対応 
HDMI 規格の Deep Color に対応しているので、Deep Color 対応のテレビと HDMI ケーブルで

接続すれば、より階調豊かな色再現でお楽しみいただけます。 
 
 商標関連  
1．“Blu-ray DiscTM（ブルーレイディスク TM）”“Blu-rayTM（ブルーレイ TM）” “Blu-ray 3DTM

（ブルーレイ 3DTM）”“BD-LIVETM”“BDXLTM”“AVCRECTM”およびロゴは、ブルーレイデ

ィスク アソシエーションの商標です。 
2．『「スカパー！HD 録画」ロゴ』は、スカパーJSAT 株式会社の登録商標です。 
3．「アクトビラ」は株式会社アクトビラの登録商標です。 
4．「TSUTAYA TV」は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。 
5．AVCHD はパナソニック株式会社およびソニー株式会社の商標です。 
6．i.LINK はソニー株式会社の商標です。 
7．電子番組表は、米国 Rovi Corporation が開発した「G ガイド」を採用しています。 

ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、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。 
 

 
 

8．HDMI、HDMI ロゴおよび High definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing,LLC
の商標または登録商標です。 

 製作担当工場  
三菱電機株式会社  京都製作所  AV 営業統轄部 AV 企画課 
〒617-8550  京都府長岡京市馬場図所 1 番地 
TEL：075-958-3449 

®  
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 お客様からのお問い合わせ先  
三菱電機お客さま相談センター 
フリーダイヤル 0120-139-365 
＊ ニュースリリースに記載されている内容は、広報発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがあ

りますので、あらかじめご了承ください。 
 

 主な仕様  

形名 DVR-BZ450 DVR-BZ350 DVR-BZ250 
種類 HDD 内蔵ブルーレイディスクレコーダー 

HDD 容量 2TB 1TB 500GB 
地上デジタル ○ ×2 

BS デジタル ○ ×2 

110 度 CS デジタル ○ ×2 

内
蔵
チ
ュ

ー
ナ
ー 

地上アナログ － 

CATV パススルー対応 ○ 

録画 

（メディアに直接） 

HDD 
BD-RE※24 

BD-R※25 

デジタル放送の

「1 回だけ録画可

能」番組、 

「ダビング 10」番

組 

BD-RE※24 

BD-R※25 

DVD-RW（VR 方式）※26 

DVD-RW（AVCREC 方式）※26 

DVD-R（VR 方式）※27 

DVD-R（AVCREC 方式）※27 ダ  

ビ  

ン  

グ 

外部入力 

HDD 
BD-RE※24 

BD-R※25 

DVD-RW（VR 方式）※26 

DVD-RW（Video 方式）※26 

DVD-R（VR 方式）※27 

DVD-R（Video 方式）※27 
メ
デ
ィ
ア
の
種
類 

再生 

HDD 
BD-RE※24 

BD-R※25 

DVD-RW（VR 方式）※26 

DVD-RW（AVCREC 方式）※26 

DVD-RW（Video 方式）※26 

DVD-R（VR 方式）※27 

DVD-R（AVCREC 方式）※27 

DVD-R（Video 方式）※27 

BD ビデオ※28 

DVD ビデオ※29 

DVD-RAM※30 

音楽用 CD※31 

CD（JPEG）※32 

SD（JPEG）※33 

USB（JPEG）※33 

DVD（AVCHD）※34 

SD（AVCHD）※35 

USB（AVCHD）※35 
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形名 DVR-BZ450 DVR-BZ350 DVR-BZ250 

地上デジタル 
HD 放送 約 254 時間 約 127 時間 約 63 時間 

BS デジタル 
HD 放送 約 180 時間 約 90 時間 約 45 時間 

DR 
モー

ド 
BS デジタル 

SD 放送 約 360 時間 約 180 時間 約 90 時間 

AF モード 約 320 時間 約 160 時間  約 80 時間 
AN モード 約 508 時間 約 254 時間 約 126 時間 

  AE（12 倍）モード 約 2160 時間 約 1080 時間 約 540 時間 
XP モード 約 440 時間 約 220 時間 約 110 時間 
SP モード 約 886 時間 約 443 時間 約 222 時間 
LP モード 約 1,766 時間 約 883 時間 約 442 時間 

HDD 
録画 
時間 

EP（8 時間）モード 約 3,546 時間 約 1,773 時間 約 887 時間 
見どころ再生 ○ 

入力 映像／音声 1／1 

HDMI 1 

D 映像 D4 
映像／音声 1／1 

出力 

デジタル音声（光） 1 

LAN 端子 ○（後面） 
i.LINK（TS）入力 ○（後面） 

SD カードスロット ○（前面） 

USB 端子 ○（前面） 

消費電力 34W 33W 33W 

待機時 
消費電力 

表示部点灯時／

高速起動設定時 
（瞬間電源オン時） 

1.4W／ 
11.7W 

（26.0W） 

1.4W／ 
11.7W 

（25.3W） 

1.4W／ 
11.7W 

（25.0W） 
外形寸法（幅×高さ×奥行き） 431×56×282 mm 

質量 3.8kg 3.8kg 3.5kg 
＊ 録画時間はおよその目安です 
 

＜「スカパー！HD 録画」録画可能時間の目安＞※36 
HDD 容量 2TB 1TB 500GB 

スカパー！HD 
（ハイビジョン画質番組） 

約 480 時間 
（約 260～600 時間） 

※38 

約 240 時間 
（約 130～300 時間） 

※38 

約 120 時間 
（約 65～150 時間） 

※38 DR 
モード※

37 スカパー！HD 
（標準画質番組） 

約 820 時間 
約 520～1,580 時間）

※38 

約 410 時間 
（約 260～790 時間） 

※38 

約 205 時間 
（約 130～395 時間） 

※38 
 
※24 BD-RE DL（2 層）50GB／BD-RE SL（1 層）25GB（Ver.2.1 準拠 高速記録 2 倍速ディスクまで使用

可）。BD-RE XL（3 層）100GB（Ver.3.0 準拠ディスクまで使用可。）2011 年 4 月 1 日現在、BD-RE XL
（3 層）100GB は発売されていません。 

※25 BD-R DL（2 層）50GB／BD-R SL（1 層）25GB（Ver.1.1、1.2、1.3 準拠 高速記録 6 倍速ディスクま

で使用可）。BD-R XL（3 層）100GB／BD-R XL（4 層）128GB（Ver.2.0 準拠ディスクまで使用可。）2011
年 4 月 1 日現在、BD-R XL（4 層）128GB は発売されていません。 

※26 片面 4.7GB（Ver.1.1、1.2 準拠 高速記録 6 倍速ディスクまで使用可） 
※27 DVD-R（1 層）4.7GB／DVD-R DL（2 層）8.5GB（Ver.2.0、2.1 高速記録 16 倍速ディスクまで使用可、

Ver.3.0 高速記録 8 倍速ディスクまで使用可）。DVD-R DL へのダビングは AVCREC 方式のみの対応と

なります 
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※28 リージョンコードに「A」が含まれるディスク 
※29 リージョンコードに「2」や「ALL」が含まれるディスク 
※30 両面 9.4GB／片面 4.7GB（Ver.2.0、2.1、2.2 対応）、他社レコーダーの VR 方式で録画されて、カート

リッジからディスクを取り出せるもの 
※31 音楽用 CD（CD-DA）、音楽用 CD 形式で記録され、ファイナライズ済みの CD-RW／CD-R 
※32 JPEG ファイルが記録された CD-RW／CD-R 
※33 JPEG ファイルが記録された SDHC（4GB～32GB）／SD（8MB～2GB）／USB 機器 
※34 AVCHD 方式で記録された DVD-RW、-R（ファイナライズ済みのもの）／DVD-RAM 
※35 AVCHD 方式で記録された SDHC（4GB～32GB）／SD（8MB～2GB）／AVCHD 方式のビデオカメラ

機器の USB 接続。本機では直接再生はできません。ハードディスクへダビングした後、再生できます 
※36 「スカパー！ＨＤ録画」録画可能時間の目安です。録画時間を保証するものではありません。 
※37 「スカパー！ＨＤ録画」の録画モードは、DR モードだけとなります。 
※38 「スカパー！ＨＤ録画」録画可能時間は、録画する番組により異なります。 

（）内の時間は、変動する録画可能時間の目安です。 
録画時間の残量を表示する場合、表示の残量と実際の残量は異なる場合があります。 
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