
機能もカラー＊も新登場。
ますます録画にハマる、DVDレコーダー“PSX”。

ハードディスク搭載DVDレコーダー
“PSX”

●本カタログに掲載しております価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

w w w. s o n y. c o . j p / P S X /
＊DESR-5100のシルバーは限定販売です。
※画面は最終ではありません。 ※画面はハメコミ合成です。

ヨコ タテ ピ！

限定販売
「シルバー」
登場

DESR-5100



限定販売
「シルバー」

ジャンルを選択

ボタンを押してメニュー画面を出し、画面上のアイコンを見ながらヨコタテピ

“PSX”なら、これだけのリモコン操作でEPG（電子番組表）からの録画も、録画したテレビ番組の再生も簡単・スピーディー。

「エモーションエンジン」と「グラフィックス・シンセサイザ」が生んだメニュー画面により、わかりやすく並んだアイコンや録画

リストを高速スクロールさせながら、スムーズに目的のコンテンツにアクセスでき、たまったテレビ番組をサクサク再生できます。

また、他の画面を表示しているときも ボタンを押せばすぐにメニュー画面が登場。

録りやすさと探しやすさを追求した、これまでにない手軽な操作感でテレビ録画がますます快適に楽しめます。

コ
ン
テ
ン
ツ
を
選
択

ヨコ
ヨコにならんだアイコンから、
「ビデオ」を選ぶ。

1 タテ
タテにならんだ録画リスト

から「見たい番組」を選ぶ。
2 ピ

「決定」ボタンを押せば、

再生がスタート。
3

2 3

簡単・快適操作のDVDレコーダー“PSX”が、テレビ録画、DVDダビング、再生に便利なさまざまな機能を

充実させて新登場。160GBのDESR-5100には、新たに「シルバー」カラーも限定販売。

大容量ハードディスクを搭載したコンパクトボディにマルチな機能を凝縮し、写真や音楽、そしてゲームと、

多彩なエンターテインメントを1台で思う存分楽しめるのも“PSX”ならではのうれしい魅力です。

DVDレコーダー機能をパワーアップして新登場。
新色「シルバー」＊も限定販売。

録画も再生もヨコ タテ ピ　簡単操作で、みんながテレビ録画に夢中になる。！

【録画したテレビ番組を再生する場合】

＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ※画面は最終ではありません。 ※Gガイド、G-GUIDEおよびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Incの日本国内における登録商標です。

！

ハードディスク搭載DVDレコーダー

DESR-5100
オープン価格＊

ハードディスク搭載DVDレコーダー

DESR-7100
オープン価格＊

250
GB

160
GB

と

＊DESR-5100のみ

！



1画面に8チャンネル分も表示、EPG［電子番組表］から手軽に録画予約。

5

ヨコタテ ピ で！ 録画予約

多チャンネル一覧

テレビ
番組表

4

“PSX”はEPG（電子番組表）に対応しているので、新聞などのテレビ欄を見なくても8日分

の番組をテレビ画面上でチェックでき、録画予約もリモコンで録りたい番組を選ぶだけの

簡単さです。時刻別やチャンネル別など目的に合わせて表示スタイルを変えることもでき、

時刻別表示なら1画面に8チャンネル分を表示。画面スクロールも速いため、地上アナログ

放送やBSアナログ放送から目当ての番組をスムーズに探し出すことができます。

予約完了！

番組をズラリと一覧表示、録画予約は選ぶだけ。

ジャンル別に検索して、見たい番組を探すことができます。「スポーツ」や「ドラマ」

など7種類のジャンルが用意されており、さらに「スポーツ」の中から野球・サッカー・

ゴルフなどのサブジャンルに分かれるので、検索がピンポイントに行えます。

スポーツ、ドラマ、バラエティー。
ジャンルで番組チェック。

例えば「スペシャル」と入力すると、タイトルや番組

説明文にそのワードを含む番組を探し出すことがで

きます。キーワードを入力するだけで、8日分の放送

予定番組の中から該当する番組をリストアップでき

るので、とても便利です。

キーワード入力で、
気になる番組をリストアップ。

番組内容も確認できるので、とても便利。録画予約済みの番組には、マークを表示。
この画面から、予約の取り消しも可能。

番組タイトルはそのまま、

録画時に自動入力。

8チャンネル分の番組を

1画面で表示。

今週放送されるスポーツ番組を
チェックしたい、なんて場合におすすめ。

ジャンル別
番組表

番組名や出演者の名前が
わかっているときにぴったり。

キーワード別
番組表

何チャンネルかは忘れたけど、
放送時刻がわかっているときに便利。

時刻別
番組表

録りたい番組を選んで

「決定」ボタンをピ と押すだけ。

〔ジャンル一覧表〕

ジャンル

サブジャンル

音楽 バラエティ－ アニメ
野球
サッカー
ゴルフ
相撲
陸上競技
バレーボール
テニス

その他球技

ウインター
モーター
水泳
格闘技
公営競技
国際大会
その他

国内ポップス
海外ポップス
クラシック
ジャズ

演歌・歌謡曲

コンサート
ランキング
カラオケ
キッズ

バラエティー
その他

クイズ
お笑い
その他

一般ドラマ
時代劇
海外ドラマ
その他

邦画
洋画
その他

邦画
洋画
その他

地上波映画 BS映画 ドラマ スポーツ

！

と

番組タイトルも自動入力されます。

と



ヨコタテ ピ で！ HDD録画

6 7

BSアナログも地上アナログも、
大容量ハードディスクにたっぷり録画。

約

325
時間録画

“PSX”本体に250GBの大容量ハードディスクを搭載。EPG（電子番組表）から手軽に録画予約

して、ビデオテープもDVDも使わずに、最長約325時間分（SLPモード時）ものテレビ録画を思う

存分楽しめます。

250GB＊に最長約325時間の、録画ざんまい。

スッキリ
高画質 映像がダブって見えるゴースト現象を抑える「ゴーストリダクション回路」、ノイズや色にじみを

バランスよく制御する「3次元Y/C分離」により、入力映像信号を高画質化し高品質で記録。さら

に再生時には、デジタル信号を微細なアナログ信号へ変換

し高画質で再現する「12ビット108MHzビデオD/Aコンバ

ーター」、ブレを補正する「タイムベースコレクター」により、

スッキリした高画質で楽しめます。

全モデルに搭載の高画質技術で、きれいに録画・再生。

BS
アナログ
放送対応

“PSX”はBSアナログチューナーを内蔵しているので、BSアナログ放送を直接受信してハード

ディスクに録画することができます。

チューナー内蔵で、BSアナログ放送が録画可能＊。

ヨコタテ ピ で！ 再生

見たい番組をサッと探して、快適再生。

スイスイ
番組再生

ハードディスクにためた録画番組のリストをリモコンで高速スクロールさせて、録画時に自動入力

された番組タイトルを確認しながら見たい番組を軽快に探せます。さらに、日付順やタイトル順に

番組を並べ替える「ソート機能」、約15秒前後のシーンに早送り／早戻しできる「フラッシュ機能」

など、快適な再生をサポートする多彩な機能を搭載しています。

録りためた番組、ヨコ タテ ピ で
スピーディーに選んで再生。

追いかけ
再生 録画を続けながら、その番組の最初から見られる「追いかけ再生」。例えば、楽しみにしていたドラマ

の放送途中に帰宅した場合も、録画の終了を待たずに再生することができます。

録画中でも、今すぐその番組の頭から「追いかけ再生」。

忙しいときなど、番組を短時間で視聴したいときに便利な「早見再生」。

音声付き、約1.3倍速で再生できます。

短時間で内容を楽しめる、
音声付き・約1.3倍速の「早見再生」。

番組タイトル・放送日時を表示。

日付順、タイトル順、ジャンル別、
視聴・未視聴別などに番組の
並べ替えが可能。

画像が表示され、
番組内容を一目で確認できる。
画像の変更も可能。

地上・BS・110度CSデジタル放送のほとんどの番組にコピー

制御信号が含まれています。「1回だけ録画可能」、「録画禁止」

のコピー制御信号が含まれる番組をDVDへダビング、移動す

ることはできません。“ＰＳＸ”では「1回だけ録画可能」な番組は

ハードディスクにのみ録画することができます。

【ご注意】デジタル放送の録画について

録画中に別の録画済み番組やDVDを再生できる「同時録画再生」

をはじめ、ハードディスクに録画中でも録画予約やゲーム、録画済

み番組の編集や削除などの操作が同時に行えます。

「同時録画再生」など、録画中でも
さまざまな同時操作が可能。

5.1ch対応のアンプや

スピーカーを接続すれ

ば、臨場感豊かなサウ

ンドに包まれながら映画

やゲームを楽しめます。

5.1chシアターシステムに対応する、
光デジタル音声出力搭載。

ゴーストのある映像（イメージ） ゴーストリダクションON（イメージ）

※本機はVBR（可変ビットレート）方式の記録に対応しているため、録画時間は目安です。
※HDDは、ゲーム用の領域として、0GBもしくは40GBを選択。40GBを選択した場合はその分、録画時間は短くなります。

＊DESR-7100の場合。DESR-5100はHDD容量160GB、最長約204時間録画。

＊WOWOWのデコーダーは接続できません。BSハイビジョンには対応していません。

※地上・BS・110度CSデジタル放送を録画するには別売のデジタルチューナーまたは、デジタルチューナー内蔵テレビが必要です。 ※デジタルハイビジョン画質での録画はできません。

再 生 中再生開始 再生終了

追いかけ再生

放送録画

録 画 中録画開始 録画終了

20：00 20：30 21：00 21：30 22：00 22：30 23：00

録画終了を待つことなく再生開始！

録画モード

HQ
HSP
SP（標準）
LP
EP
SLP

HDD 250GB（DESR-7100）
約53時間
約81時間
約107時間
約164時間
約217時間
約325時間

HDD 160GB（DESR-5100）
約33時間
約51時間
約67時間
約103時間
約137時間
約204時間

録 画 時 間

HDDに録画地上・BS・110度CSデジタル
チューナー内蔵テレビ

音声／映像ケーブル

音声ケーブル

D端子ケーブル

入力出力

出力入力

＊

!
と

《接続例》

※画面は最終ではありません。



“PSX”専用アナログ
コントローラ（DUALSHOCK 2）

DESR-10
希望小売価格3,675円（税抜価格3,500円）

8 9

Music

フォトアルバム、ジュークボックス、ゲーム。
“PSX”だから、マルチに楽しめる。

サイバーショットの撮影画像（静止画・動画）をはじめ、“メモリースティック”

やCD-Rに保存した写真、動画を再生・記録＊2することができます。

スライドショーなど、さまざまな画像表示もテレビの大画面で楽しめます。

サイバーショットと接続＊1、テレビの大画面をフォトアルバムに。

ミュージックジュークボックス感覚で、好きな音楽を存分に。

Game
“PSX”ならではの魅力。録画しながら、ゲームも遊べる。

＊1 USB接続となります。対応機種は、“PSX”ホームページ（www.sony.co.jp/PSX/）をご覧ください。
＊2“メモリースティック”は、DCF規格のJPEG、TIFF、GIF（クリップモーション）、およびMPEG1に対応。

ヨコタテピ で！ 写真も音楽もゲームも

音楽CDから、音楽データ＊1を大容量ハードディスクにたっぷり取り込ん

で、ジュークボックス感覚で思う存分楽しむことができます。また、再生

中は曲に合わせて反応するビジュアライザー＊2を表示します。

“プレイステーション”や“プレイステーション 2”の規格ソフト、さらに

オンラインゲームにも対応。しかも、見たい番組を録画中でもハードディ

スクに録画しながらゲームはそのまま続けることができます。また、ゲーム

関連の多彩なコンテンツを楽しむことのできる“PlayStation BB”にも

ネットワーク経由でアクセスできます＊。

ヨコタテ ピ で！ DVD作成

Photo

＊1 記録形式はATRAC3となります。なお、CD-R内のMP3ファイルをHDDに取り込むことも可能です。
＊2 設定により、静止画ビジュアライザーに切り換えることもできます。

＊コンテンツダウンロード、メール機能には対応していません。※ゲーム用のHDD容量は0GBか40GBを選択可能。※一部のゲームソフトおよび、
一部のUSB専用コントローラーが対応しない場合があります。詳細は、“PSX”ホームページ（www.sony.co.jp/PSX/）をご覧ください。

※写真は、DESR-5100です。“PSX”アナログコントローラー、メモリーカード、“メモリースティック”、サイバーショット、DVD、USBコードは別売です。
※写真のメモリーカードは、別売の"PlayStation 2"専用メモリーカード（クリスタル）です。（株）ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。 ※画面は最終ではありません。

©Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.
All rights reserved.  Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties.   ©1999
Sony Computer Entertainment Inc.  ©2003 Sony Computer Entertainment Inc.

スムーズな編集とグラフィカルな
メニュー画面で、オリジナルDVDを作成。

便利な
編集機能 ハードディスクに録画した映像シーンを任意でカットできる「A-B消去」により、手軽に編集する

ことができます。例えば、編集画面のフィルムロールを見ながらカットしたい部分を選んで編集

しておけば、お気に入りの場面だけを残すことができます。さらに、カットした部分のつなぎ目は

自動的にチャプターとなるので、再生時にとても便利です。

シーンの流れを見ながら編集してDVDへ。

＊1 DVD-R 4倍速対応メディアSLPモード時。
＊2 DVD-R 4倍速対応メディアSLPモード時。ダビング時間の目安です。
※高速ダビングするには、高速対応のディスクが必要です。
※「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が含まれる映像のダビング・移動はできません。

DVD-R、DVD-RW、DVD+RWの
多彩なメディアに録画対応。

ハードディスクからDVDにダビングする際に、録画モードを変更するこ

とができます。ハードディスクにHQモードで録画した2時間番組（DVD

2枚分）も、SPモードに変換し

てダビングすれば、ぴったり1枚

のDVDに収められます。

録画モードを変更して、長時間番組をDVD1枚に。

グラフィカルな

DVD
メニュー

“PSX”独自の「グラフィックス・シンセサイザ」により美しくデザインされたメニュー画面を50枚

（業界最大枚数＊1）ご用意。ハードディスクに録りためた映像をDVDにダビングするときに＊2、好

みのメニュー画面が選べます。

クオリティーの高い“PSX”デザイナーズ
「DVDメニュー」を、多彩な50枚から選択。

と

最大約24倍速＊1、1時間番組を
約2.5分＊2でDVDへ高速ダビング。

HQ
DVD2枚分

（ ）

SP
DVD1枚分

（ ）

録画モード変更

＊1 家庭用DVDレコーダーとして、2004年5月現在。ソニー調べ。
＊2 DVD-R、DVD-RW（ビデオモード）、DVD+RWでのダビング時。

※録画モード変更時には、ダビング速度は等倍になります。

※画面は最終ではありません。

A

B

シーンの流れがわかりやすいフィルムロールを見ながら、カットしたい部分（A-B間）を選ぶだけの簡単編集。



各部名称

※写真はDESR-7100

横置き・前面（ふた開き） 横置き・背面

1 パワー（電源）スイッチ

2 ディスク取り出しボタン

3 ディスクスロット

4 QUIT GAME（ゲーム終了）ボタン

5 ハードディスク録画ランプ　

6 ディスク録画ランプ　

7 MEMORY CARD差込口×2

8 HOME（ホーム）ボタン

9 UP（上）ボタン

10 DOWN（下）ボタン

11 LEFT（左）ボタン

12 RIGHT（右）ボタン

13 ENTER（決定）ボタン

14 USB端子

15“メモリースティック”挿入口

16 電源入力端子

17 NETWORK（ネットワーク）端子

18デジタル音声光出力端子

19 D1/D2映像出力端子

20音声入/出力端子

21映像入/出力端子　　

22 S映像入力端子　　

23 S映像出力端子（S1）

24 VHF/UHF入力端子

25 BS-IF入力端子

26コントローラ端子×2

1 2 3 4 5 6

7 8
9
10 12 14 15 16 18 19 20 23 24 25 2617
11 13

22

21

10 11

ハードディスク容量

CPUおよび描画プロセッサー

記録可能メディア＊1

再生可能メディア＊2

DVD4.7GB録画可能時間

HDD録画可能時間＊3

映像記録方式

音声記録方式

受信チャンネル

ダビング機能

ファイナライズ

ビデオ再生機能

ビデオ編集機能

テレビ予約機能

高画質・高音質

フォト機能

ミュージック機能

ゲーム機能

ネットワーク機能

アンテナ入力

入/出力端子

大きさ

質量

消費電力

主な付属品

DESR-7100 DESR-5100

主な仕様

250GB

HQ 約53時間、HSP 約81時間、SP（標準）約107時間、
LP 約164時間、EP 約217時間、SLP 約325時間

Disc

HDD

ネットワーク

160GB
90nm  EE+GS

DVD-R（ビデオモード）、DVD-RW（ビデオモード、VRモード〈追記可〉）、DVD+RW（+VRモード〈追記可〉）

HQ 約1時間、HSP 約1.5時間、SP（標準）約2時間、LP 約3時間、EP 約4時間、SLP 約6時間

MPEG2＊5

リニアPCM（HQモード時）、ドルビーデジタル2ch（HSP,SP,LP,EP,SLPモード時）

地上アナログ（VHF：1～12ch / UHF：13～62ch / CATV：C13～C35ch）、BSアナログ＊6（1,3,5,7,9,11,13,15ch）

HDD→DVD 最大約24倍速ダビング、録画モード変更機能、DVDメニュー作成機能

オート、ファイナライズ解除（DVD-RWのVRモード）・追記（DVD-RWのVRモード、DVD+RW）

早送り / 早戻し スロー、フラッシュ機能（前後15秒の早送り / 早戻し）、早見再生（1.3倍速）、同時録画再生/追いかけ再生（HDDのみ）

A-B消去（GOP※単位）※GOP：Group Of Pictures、チャプター編集

電子番組表（EPG）予約（Gガイド）、日時指定予約、予約プログラム 30番組（1カ月先まで予約可）

ファイル形式：ATRAC3、MP3、取り込み可能メディア：音楽CD（ATRAC3に変換して記録）、CD-R（MP3）、ビジュアライザー対応

“PlayStation”規格ソフトウェア＊8、“PlayStation 2”規格ソフトウェア＊8

○

○

○

アップグレード、PS2対応ネットワークサービス

地上アナログ：VHF/UHF 75ΩF型コネクター、BSIF：75ΩF型コネクター

312×88×323mm（幅×高さ×奥行　横置き時、最大突起含む）

80W

リモコン、AVケーブル、アンテナケーブル×4、分配器×2、ACコード など

ファイル形式：JPEG、TIFF、GIF（クリップモーション）、MPEG1
取り込み方式：“メモリースティック”（DCF規格）、USB（ソニー製デジタルスチルカメラのみ＊7）、CD-R、スライドショー表示、画像の回転（90度、180度、270度）

D端子出力（D1/D2）×1、コンポジット映像/S映像（S1）/ステレオ音声出力端子×1、コンポジット映像/S映像/ステレオ音声入力端子×1、光デジタル音声出力（SPDIF）×1、
Ethernet 100 BASE/TX ×1、USB（Ver. 1.1）端子×1、“メモリースティック”挿入口×1 、“PlayStation”“PlayStation 2”用「MEMORY CARD」差込口×2、コントローラ端子×2

3次元Y/C分離、タイムベースコレクター（TBC）、ビデオD/Aコンバーター（12ビット 108MHz）、ゴーストリダクションチューナー、DNR、
可変ビットレート（VBR ）記録、オーディオD/Aコンバーター（96kHz 24ビット）

DVD-VIDEO、DVD-R（ビデオモード）、DVD-RW（ビデオモード、VRモード）、DVD+RW（+VRモード）、音楽CD、CD-R＊4、
“メモリースティック”、“PlayStation”規格CD-ROM、“PlayStation 2”規格CD-ROM/DVD-ROM

約5.8kg 約5.7kg

HQ 約33時間、HSP 約51時間、SP（標準）約67時間、
LP 約103時間、EP 約137時間、SLP 約204時間

インテリアに調和する、スタイリッシュでコンパクトなデザイン。

写真は、DESR-7100と別売のプラズマ〈ベガ〉との組み合わせです。 ※画面はハメコミ合成です。

幅312mmのコンパクトサイズでラックに収める、横置きスタイルに。

フラットテレビに合わせて奥行きを取らない、縦置きスタイルに。

さまざまなお部屋に合うレイアウトフリーなデザインの“PSX”。

限定販売の「シルバー」も加わって、さらにバリエーションが広がります。

DESR-5100 DESR-5100（シルバー）

DESR-7100

＊1 他のレコーダー/ドライブで記録や編集したディスクには、追記やファイナライズできません。＊2 他のレコーダー/ドライブで記録したディスクを再生するには、その機器でファイナライズ処理が必要です。記録状態・記録条件によっては再
生できない場合があります。＊3 ゲーム領域を0GBで選択時。＊4 CD-DA、MP3フォーマットの音楽再生に対応しています。記録状態・記録条件によっては再生できない場合があります。＊5 DVD+RWにSLPモードの映像を記録するときは
MPEG1になります。＊6 WOWOWのデコーダーは接続できません。BSハイビジョンには対応していません。＊7 対応機種は、“PSX”ホームページ（www.sony.co.jp/PSX/）をご覧ください。＊8 USBポート数が一つになったことにより、一部の
ソフトで周辺機器が使用できない組み合わせが存在します。また、本機は“PlayStation 2”専用マルチタップ、“PocketStation”、マルチAVケーブル（VMC‐AVM250）には対応していません。

※「シルバー」は、DESR-5100のみ。

横幅すっきり、312mm

一般的なDVDレコーダー 



※このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

◎商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
ソニーお客様ご相談センター
ナビダイヤル 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。）

●携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
●受付時間　月～金 9:00～20:00  土・日・祝日9:00～17:00
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

お買い求めは信用ある当店へ

2004.8
カタログ記載内容2004年8月現在

〒141-0001  東京都品川区北品川6-7-35
〒108-0074  東京都港区高輪4-10-18

AVMP-1   Printed in Japan.  （84920335）R

ショールーム 東　京／銀座数寄屋橋ソニービル
大　阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。
なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

“PSX”の製品情報など、最新情報を掲載。

安全にご使用いただくために●天板をはずしたり、セットの内部の改造をしないでください。

カタログ上のご注意 ●本カタログ掲載商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれて

おりません。●このカタログに掲載しているDVDレコーダーの地域番号は「2」です。地域番号に「2」が含ま

れていない再生専用DVDソフトは再生できませんので、ご注意ください。●このカタログに掲載しているDVD

レコーダーは、「DVDプレーヤーに関するコピー制限技術」を採用しています。●DVDビデオ、DVD-RW、

DVD-R、DVD-ROMのロゴは商標です。●『Ｇガイド』とは、米Gemster-TV Guide International, Inc.が知的

財産権を保有する電子番組表（ＥＰＧ）技術「G-GUIDE」ベースに、（株）インタラクティブ・プログラム・ガイド

（ＩＰＧ）が日本国内で運用する電子番組表（ＥＰＧ）サービス。米Gemstar-TV Guide International, Inc.は

日本国内における地上波アナログ放送型Ｇガイドデータ放送をＩＰＧ社に委託し、現在ＴＢＳ（（株）東京放送）系

列を中心に全国30地区31局から行なわれています。●ドルビー、ドルビーデジタル、DOLBYおよびダブルD

記号　 は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●DTSはデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。

●Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by

ARIS/Solana/4C. ●“メモリースティック”および　 、 、 、ATRAC3は、

ソニー株式会社の商標です。● 、“PlayStation”、“PSX”、“DUALSHOCK”、“PocketStation”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。●“プレイステーション”

は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。●その他、本カタログに記載されている

会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●カタログ掲載商品の仕様および外観は、

改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色と

は印刷の関係で多少異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により、品薄・品切れ

になる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください。

商品ご使用上のご注意●あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権

利者に無断で使用できません。なお、DESR-7100/5100の価格には、著作権法の定めにより、DVD-RW/-R

●電源コ－ドが傷んでいる。 
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 
●内部に水や異物が入った。 

このような症状はありませんか。 

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や 
大けがになることがあります。 

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 
 

コンセントから電源プラグを抜いて 
必ず販売店にご相談ください。 

ご使用を中止 

デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他
の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、
当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナロ
グ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには
別売りのデジタルチューナー又はデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続する
ことにより、デジタル放送を録画頂けます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●主要プリント配線板のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。

●キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。

●包装用緩衝材に１００％再生発泡スチロールを使用しています。

“PSX”ホームページ

録画部に対する私的録画補償金が含まれています。（お問い合わせ先：（社）私的録画補償金管理協会

電話 03-3560-3107）●著作権保護のための信号が記録されているソフトを、DVDレコーダーで再生して他

機に録画する場合、記録が制限される場合があります。●CDについてのご注意：本機では、コンパクト

ディスク（CD）規格に準拠していない著作権保護技術付き音楽ディスクは、再生および取り込みができな

い場合があります。●BSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放

送のサービス会社にお問い合わせください。●本機で受信したテレビ番組が映らない場合や画面に乱れ

が生じるときには、アンテナ分配器の代わりに、市販のアンテナブースターを使ってVHF/UHF入力端子

にアンテナを接続してください。●本機は記録媒体としてハードディスクを搭載していますが、ハードディ

スクは性質上長期的な記録場所として適しておりませんので、一時的な記録場所としてご利用ください。

●本機の不具合・修理など何らかの原因で録画・編集ができなかった場合、録画・編集されたものが消

滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、

当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

地上波番組表（ＥＰＧ）についてのご注意●電子番組表の表示機能にＧガイドシステムを採用していますが、

当社がＧガイドシステムの電子番組表サービスを保証するものではありません。（サービス主体は株式会社

インタラクティブ・プログラム・ガイド）●お住まいの地域がＧガイドサービスの対象地域でない場合は、

番組表の受信はできません。●電波状況や気象条件などにより、番組表を受信／更新できないこともあ

ります。●「接続と準備」が終わってから番組表の受信が終了するまでに、１日程度かかることがあります。

●放送局側の都合により、番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局

側の都合による変更には対応できません。

商品ご購入時のご注意●お買い上げの際には製造番号をご確認ください。●ご購入の際は、必ず「保証書」

の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●当社は、DVDレコーダーの補修用性能部品を製造打

ち切り後8年保有しています。●掲載されている製品は個人用・家庭用です。

http:/ /www.sony.co.jp/PSX/

“PSX”専用アナログコントローラ（DUALSHOCK 2）

DESR-10
希望小売価格 3,675円（税抜価格3,500円）

●コード長：約4m
※“プレイステーション”や“プレイステーション2”または
“PS one”につないだときの動作は保証しません。

■別売アクセサリー

“PSX”ホームページで、
さらに楽しく。

■“PS X”ポータルサイト

最新情報や活用法、アップグレード情報など

“PSX”のあれこれを掲載。「サポート」ページ

（www.sony.co.jp/PSX/support）から

「“PSX”ご愛用者メール」に登録すると、

アップグレード情報などを、PCメールもしく

は携帯メールにていち早くご案内します。

w w w. s o n y. c o . j p / P S X /

※画面は最終とは異なる場合があります。

また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や
一度録画した番組のダビングができない場合があります。

【ご注意】デジタル放送の録画について
地上・BS・110度CSデジタル放送のほとんどの番組にコピー制御信号が含まれています。「1回
だけ録画可能」、「録画禁止」のコピー制御信号が含まれる番組をDVDへダビング、移動するこ
とはできません。
"ＰＳＸ"では「1回だけ録画可能」な番組はハードディスクにのみ録画することができます。

※eco infoは、ソニー環境配慮内容についての説明マークです。


