
テレビも写真も音楽も。
ここまでやるDVDレコーダー“PSX”。

HDD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。
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テレビ録画はあなた仕様に。
写真は動きのあるフォト作品に。音楽はDJのように。

あなたの「好み」を記憶し、「好み」の番組を自動で録画する「 x-おまかせ・まる録」。

写真をプロモーションビデオのような作品に自動で仕上げる「 x-Pict Story」。

DJのように次 と々自動で選曲し、演奏する「 x-DJ」。

オールラウンドな機能をもつ“PSX”が、新しい楽しみ方を提供するアプリケーション

「 x-アプリ」を搭載してフルモデルチェンジ。

テレビ番組をただ録画するのではなく、取りこんだ写真・音楽コンテンツをそのまま再生するだけでなく、

自動で加工／演出して、2倍も3倍も楽しいエンターテインメントにしてお届けします。

もちろん、「電子番組表（EPG）」、「番組追跡録画」、「スポーツ延長対応」、「CPRM対応のムーブ機能」

「おまかせDVダビング」など、DVDレコーダー本来の機能もしっかりとパワーアップしています。

3＊1 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。 ＊2 DESR-7500のみ ※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。

x-アプリ

x-おまかせ・まる録

x-DJ

写真に音楽&エフェクトをつけて
自動で演出。

あなたの「好み」に合う番組を
自動で録画。

「 x-アプリ」は、映像や音声など
“PSX”に取りこんだ多様な
コンテンツを加工／演出。単に

「録る」・「見る」・「残す」だけでなく、
コンテンツの新しい楽しみ方を提案
するアプリケーション群の総称です。

そのときの気分に合う曲を
自動で選曲。

エックス

エックス

x-Pict Story
エックス ピクト ストーリー

エックス

エックス

エックス

エックス

ピクト ストーリー

・電子番組表（EPG）
・番組追跡録画
・スポーツ延長対応
・おまかせDVダビング＊

・CPRM対応のムーブ機能

DVDレコーダー
充実機能

＊DESR-7500のみ

エックス

250 GB 160 GB

HDD搭載DVDレコーダー

DESR-5500
オープン価格＊1 新発売

HDD搭載DVDレコーダー

DESR-7500
オープン価格＊1 新発売

“PSX”のパフォーマンスを支える「エモーションエンジン」&「グラフィックス・シンセサイザ」

“PSX”は、“プレイステーション 2”向けに開発された高性能の128ビットCPU「エモーションエンジン」と描画プロ

セッサ「グラフィックス・シンセサイザ」を1チップ化して搭載。これによりDVDレコーダーとしては、今までにない、高速

かつ高品位なグラフィックス処理ができます。ハードディスク内のコンテンツに素早くアクセスできるメニュー画面

“XMB”（クロスメディアバー）、3次元デザインなどのDVDメニュー画面、さらに「 x-Pict Story」のエフェクトや

「 x-DJ」のビジュアライザーなどに、その高性能が生かされています。

エックス ピクト ストーリー

エックス

●写真は、DESR-7500と別売の液晶〈ベガ〉、サイバーショットの組み合わせです。

※詳しくは、P5、P10をご覧ください。

「x-アプリ」を新搭載、自動だからもっと楽しめる“PSX”。
エックス

エックス

と



あなたの番組の「好み」を覚えて、
あなたの「好み」の番組を録画してくれる。
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“PSX”が、自動で録画。
電子番組表（EPG）で、カンタン録画予約。

地上アナログ放送とBSアナログ放送の電子番組表（EPG）に対応。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、録画予約も録りたい番組

を番組表から選ぶだけ。時刻別／チャンネル別／ジャンル別／キーワード別の4種類

から、表示スタイルを目的に合わせて選べます。また、いま放送中の番組も一覧表示

できるので、テレビを見るときに便利です。

と

「映画」や「バラエティ」など、あらかじめ用意されたキー

ワードの中から、「好み」のキーワードを登録するだけで、

条件に合う番組を自動で録画。また、興味のあるジャン

ルや好きなタレント名、あるいは除外ワードといった詳

細な条件も自分で設定できます。

PSX×TV

x-おまかせ・まる録
エックス

ユーザーの行動 “PSX”が「好み」を記憶 「好み」に合う番組を自動で録画

キーワード登録

気に入ったドラマをDVDにダビング

ニュース番組は見ないで消去

EPGで録画予約

録画番組の視聴

DVDにダビング

タイトルのプロテクト

見ていない番組の消去

“XMB”（クロスメディアバー）画面 キーワード登録画面 キーワード詳細設定画面

キーワード登録で、好みの番組を自動で録画。

ユーザーの行動から好きな番組を推測して、自動で録画。

「ドラマ」や「サッカー」など、プリセットキーワードは全

部で60種類。一般的なカテゴリーとは趣向の異なる

「ビッグイベント」や「流行スタイル」などのキーワード

も用意。“PSX”が幅広いカテゴリーからさまざまな番

組を集めてきます。

60種類の多様なプリセットキーワードを用意。

さらに「 x-おまかせ・まる録」は、キーワード登録をはじ

め、録画予約やダビングした番組の内容から、あなた

の「好み」を記憶していきます。そして、「好み」に合う番

組を自動で録画するだけでなく、キーワード登録してい

ない番組も録画。使えば使うほど賢くなり、あなたの番

組の「好み」をもっともよく知る“PSX”に。とくに気に入

りそうな番組には、ゴー

ルドのNEWマークを表示

します。

電子番組表（EPG）画面

※画面はハメコミ合成です。 ●写真は、DESR-7500と別売の液晶〈ベガ〉の組み合わせです。

エックス

「海外サッカー」番組

「人気ドラマ」番組

サッカー中継をよく見る
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“PSX”が、自動で演出。

お気に入りの写真に音楽&エフェクトをつけて、
動きのあるフォト作品に仕上げてくれる。

“PSX”に取りこんだ写真と、プリセットされた「“PSX”

オリジナルサウンド」からイメージに合う曲を選ぶだけ。

あとは“PSX”がその曲調に合わせて、写真の切り替え

スピードやエフェクトを自動的に選択し、デザイン性の

高い作品に演出。写真をズームしたり、横にスクロール

したりと、何気ない写真も、オリジナルフォト作品になり、

今までとは違う静止画を見る楽しみが広がります。

「グラフィックス・シンセサイザ」の高性能を生かして、美しくデザ

インしたDVDメニュー画面を50枚用意。録画した番組やフォト作

品の内容に合わせてDVDメニュー画面を選ぶと、オリジナルDVD

の完成度も増します。

旅行や結婚式など、保存版にしておきたい写真だけで

なく、日常のスナップ写真などもオリジナルフォト作品に

してDVDにダビング。友人などにプレゼントもできます。

また、「“PSX”オリジナルサウンド」には、さまざまなシー

ンにマッチするバラエティー豊かな30曲を作品のBGM

として用意しています。

PSX×Photo

x-Pict Story
エックス ピクト ストーリー

プロモーションビデオのようなフォト作品を作成。

オリジナルフォト作品をDVDにしてプレゼント。

グラフィックス性の高い、“PSX”デザイナーズDVDメニュー画面を用意。

撮影した写真を“PSX”に取りこむ

●写真は、DESR-7500と別売のサイバーショット、“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アダプター、“メモリースティック PRO”の組み合わせです。

BGM選択画面

写真と“PSX”オリジナルサウンドを選択 動きのあるフォト作品を自動で作成

エフェクトの例



気分やシチュエーションに合わせて、
曲をDJのように次々とつないで演奏してくれる。
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そのときの気分やシチュエーションに合うプレイリストを選

ぶと、ハードディスクに取りこんだ曲＊の中から“PSX”が

自動で選曲。まるでDJのように、曲と曲のテンポを合わせ

てミキシングしながら次 と々、インターバルのないノンスト

ップDJプレイ。さらに、プレイリストの種類や曲調に合わ

せて、多彩なサウンドエフェクト&MCを織りこみ、その場

の雰囲気を演出します。
＊取りこんだ曲により、表示されるプレイリストが変わります。例えば「HOT」は、
Rock、HIP HOPなどの曲が5曲以上DJ登録されると表示されます。

x-DJ
エックス

“PSX”が、自動で選曲。

PSX×Music

※ｘ-DJは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの“プレイステーション 2”用ソフト の技術をベースに開発されています。

プレイリストを選ぶだけで、気分に合うナンバーを選曲。

くつろいだひとときをミドルテンポの曲で演出する「RAKUEN」。

ダンサブルなアップテンポで演奏する「SPLASH」。静かに

リラックスできる「LOW BEAT」など、14種類のプレイリ

ストを用意。アルバムごとに聴く従来のスタイルとは違う、

新しい聴き方ができます。また、ある一定の条件を満たす

と新たなプレイリストが表示され、いつもとはひと味違う

ミュージックプレイが展開されます。

〈14種類のプレイリスト〉
HOT ／ COOL ／ SPLASH ／ LOW BEAT ／ RAKUEN ／
OLD DISCO ／JPOP DJ ／Soul ／Rock ／Jazz ／POP ／
Dance ／ Folk & Traditional ／ Domestic

気分に応じて選べる、14種類＋αのプレイリスト。

演奏中には、“PSX”ならではの高度なグラフィックス性能

を駆使し、クリエイティブ性の高い全9種類のビジュアライ

ザーをテレビ画面に表示。テンポや音程の変化に合わせ

て動くCGを眺めたり、曲のリズムに合わせて踊るロボット

を操作したり、静止画をシンプルに表示したりと、多彩に

楽しめます。また、スクラッチエフェクトやサウンドエフェク

トを挿入して、自分でアレンジを加えることもできます。

サウンドと一緒に楽しめるビジュアライザー。

音楽CDやMP3ファイルを記録したCD-Rから、大容量ハードディ

スクに最大約1万曲を取りこめます。

＊1 記録形式はATRAC3となります。

＊2  x-DJに登録できる曲数は、最大1,000曲です。

光デジタル音声出力端子を

装備しているので、光デジタ

ル入力対応のアンプに接続

すれば、高音質で音楽を鑑

賞できます。

音楽CD＊1などから、最大約1万曲＊2を“PSX”にストック。 光デジタル音声出力を装備、高音質で再生。

曲を“PSX”にどんどん取りこむ 気分やシチュエーションに合うプレイリストを選択 指定したプレイリストに合う曲を自動で選曲

Party Songs

F O L K
 S O N

G

HOT

COOL

RAKUEN

OLD DISCO

プレイリスト選択画面プレイリスト選択画面

・・・

●写真は、DESR-7500です。

さわやかで心地よい曲

ゆったりくつろげる曲

盛り上がる曲

朝

夜

週末

エックス

エックス



シーンの流れを見ながらカットできる、フィルムロール編集。

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）を選ぶだけで簡単に編集。カットした部分のつなぎ目は

自動的にチャプターになるので、再

生時にとても便利です。なお、フィ

ルムロール1コマあたりの映像表示

間隔は、３段階（0.5秒/15秒/6分）に

切り換えられます。

DVDビデオ、DVD+RW/+R（DL）/-RW/-R＊2、音楽CD、CD-R（MP3/JPEG/MPEG1＊3）、“メモリースティック”（JPEG/MPEG1＊3）
“PlayStation”規格 CD-ROM＊4、“PlayStation 2”規格CD-ROM/DVD-ROM＊4

各部名称

DESR-7500 前面（ふた開き） DESR-5500 前面（ふた開き）

背面 背面

13 音声/映像/S映像入力端子1

14音声/映像/S映像入力端子2

15 音声/映像/S映像出力端子

16 BS-IF入力端子　　

17 BS-IF出力端子　　

18 VHF/UHF入力端子　　

19 VHF/UHF出力端子

20 D1/D2映像出力端子

2１ネットワーク端子

22 コントローラ端子×2

1 MEMORY CARD差込口×2

2 HOME（ホーム）ボタン

3 UP（上）ボタン　

4 DOWN（下）ボタン　

5 LEFT（左）ボタン　

6 RIGHT（右）ボタン

7 ENTER（決定）ボタン

8 DV入力端子

9 USB端子

10“メモリースティック”挿入口

11 電源入力端子

12 光デジタル音声出力端子

HDD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

DVD4.7GB録画可能時間

HDD録画可能時間＊5

映像記録方式（DVD/HDD）

音声記録方式（DVD/HDD）

映像方式

受信チャンネル＊6

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

アンテナ入出力＊9

入力端子

DV（i.LINK 4ピン S100）

出力端子

光デジタル音声

その他の端子

大きさ

質量

電源/電圧

消費電力（待機時）

DESR-7500 DESR-5500

主な仕様

250GB

対応メディア

160GB

90nm  EE+GS

HDD、DVD+RW（1～4倍速）、DVD+R（1～8倍速）、DVD-RW（Ver.1.1/1～2倍速・Ver.1.2/1～4倍速）CPRM対応、DVD-R（Ver.2.0/1～8倍速）

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

MPEG

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）

JEITA標準、NTSCカラー方式　

地上アナログ（VHF：1～12ch / UHF：13～62ch / CATV：C13～C63ch）

HDD→DVD 最大約36倍速ダビング（DVD-R 8倍速メディア対応SLPモード時）、録画モード変更機能、DVDメニュー画面作成機能

オートファイナライズ・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、表示切換間隔（0.5秒/15秒/6分）、チャプター追加・削除

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 取りこみ可能メディア：音楽CD（ATRAC3に変換して記録）、CD-R（MP3）

x-DJ（音楽再生）、ビジュアライザー対応、ミュージックプレーヤー

“PlayStation”規格ソフトウェア＊4、“PlayStation 2”規格ソフトウェア＊4

Disc、HDD、ネットワーク

VHF/UHF 75ΩF型コネクター

S映像×2系統 コンポジット映像×2系統　ステレオ音声×2系統

コンポーネント映像：D2端子×1系統　S映像×1系統 コンポジット映像×1系統　ステレオ音声×１系統

1系統

312×95×323mm（幅×高さ×奥行　最大突起含む）

AC100V、50/60Hz

ファイル形式：JPEG、MPEG1（ソニー製デジタルスチルカメラのみ＊8）
取りこみ方式：“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＊8）、CD-R（DCF規格）、x-Pict Story

スライドショー表示（画像表示）、画像の回転

ネットワーク端子:Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）、USB、“メモリースティック”スロット
“PlayStation”“PlayStation 2”用メモリーカードスロット×2、“PlayStation”“PlayStation 2”用アナログコントローラー端子×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＊7、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（192kHz 24ビット）

約6.5kg 約6.2kg

84W（1.0W以下/BSアンテナOFF時） 70W（0.8W以下）

i.LINK（DV入力）

BSアナログ（1,3,5,7,9,11,13,15ch）

―

―

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

＊1 DVD-RW/-Rの8cmディスクへの記録はできません。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・削除・編集・ファイナライズなどの操作ができない場合があります。＊2 DVD-RW/-Rの8cmディスクは再生に対応してい
ます。ディスクの記録状況により、再生できない場合があります。＊3 ソニー製デジタルスチルカメラのみ対応。＊4 USBポート数を2つ以上使用する一部のソフトでは、周辺機器が使用できない場合があります。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。＊5 ゲーム領域を0GBで選択時。＊6 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。また、本機にはMUSE-NTSCコンバーターは内蔵していないので、内蔵チューナーによるBSアナログハイビジョン放送の受信、録画はできません。WOWOWのデコーダーは接続できません。＊7 DESR-7500の
み＊8 対応機種は、“PSX”ホームページ（www.sony.co.jp/PSX/support/）をご覧ください。＊9 映像、音声入力端子がないテレビには接続できません。

“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）
●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されていません。

別売アクセサリー

放送時間が変わってもしっかり追跡「番組追跡録画」

ソニー独自の「追跡アルゴリズム」により、番組名を追いかけて録画

予約した番組の放送時間の変更＊に対応する機能。例えば、毎週録画

予約をしていた連続ドラマが、最終回で放送時間を延長した場合や、

特別番組などで予約した番組の放送時間が、繰り下げになった場合

に、電子番組表（EPG）を検索して自動で予約時間を修正します。
＊録画予約の時間変更は、予約対象番組の放送時間の前後1時間です。

※「追跡アルゴリズム」でも判別できない変更には対応できません。

メニュー画面“XMB”（クロスメディアバー）による、

ヨコ・タテ・ピ！の簡単操作。

ボタンを押してメニュー画面を出し、アイコンを見ながらヨコ・

タテ・ピ！。これだけのリモコン操作で電子番組表（EPG）からの録画予

約、録画したテレビ番組の再生、そして「 x -アプリ」の多様なコンテン

ツも、簡単・スピーディーに操作できます。

DVDレコーダーとしての機能も、さらにパワーアップ。

中継時間が延長になっても大丈夫「スポーツ延長対応」＊1

録画予約した番組の前にあるスポーツ中継が延長になった場合でも、

自動的に対応＊2。試合中継の最大延長時間を電子番組表（EPG）か

ら読み取って、最大延長時間を予約時の番組終了時間にプラスして

録画します。
＊1 延長になった時間に他の予約を入れていて重なる場合は、あらかじめ予約している番組の録画が優先されます。
＊2 放送予定が19時から21時の間で、電子番組表（EPG）の番組情報内に“延長”情報がある「スポーツ」ジャンル
の番組に対応。

＊1 DESR-7500のハードディスク容量 ＊2 DESR-7500の場合
※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。※ハードディスクは、
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。

250GB＊1の大容量ハードディスクに、最長約325時間＊2録画。

ビデオカメラと接続して「おまかせDVダビング」＊

i.LINKケーブル（別売）を使ってデジタルビデオカメラと簡単に接続。

“XMB”（クロスメディアバー）からアイコンを選ぶだけで、テープの頭出

しからダビング終了後の巻き

戻しまで自動で完了。簡単な

操作で、DVカセットからハード

ディスクへダビングできます。

＊DESR-7500のみ

A

B

■「1回だけ録画可能」なデジタル放送＊1の番組をDVDに移動（ムーブ）＊2

■ BSアナログチューナー内蔵＊3

■「録画モード変更」で長時間番組もＤＶＤ1枚にダビング

■ゴーストリダクションチューナー内蔵＊3

■ 音声付き約1.3倍速の「早見再生」

■最大約36倍速ダビング＊4

■ 録画中でも番組の頭から見られる「追いかけ再生」

■「同時録画再生」など、さまざまな同時操作が可能

■ DVD＋RW/-RW/＋R/-Rの幅広いメディアに録画対応

■“プレイステーション”“プレイステーション2”対応のゲーム機能

10 11

4チャンネル 

野球中継 
チームA×チームB 

最大放送延長21：30まで 

4チャンネル 

野球中継 
チームA×チームB 

最大放送延長21：30まで 
20：00

21：00

22：00

ドラマ（60分） ドラマ（60分） 

録画予約  放送延長30分 

録画延長3030分 録画延長30分 

録画開始 

録画終了 

＜予約時＞ ＜予約録画実行時＞ 

◆関東テレビ◆ 

20：00

21：00

22：00

8：00週間歌のベストテン！ 
　　▽マル秘ゲスト登場でス 
　　タジオ騒然！▽あの歌姫 
　　3週連続1位なるか！？ほか 
8：54●◇○ 

9：00ユーアンドアイ「崩れていく 
　　関係」第1話／全12話 
 
 
8：54●◇○ 

10：00フンフン 
　　▽あの感動をもう一度再 
　　現コント！有力若手芸人 
　　が出演ほか 

N 天 

N 天 

◆関東テレビ◆ 
8：00週間歌のベストテン！ 
　　▽80年代のヒット曲が勢 
　　揃い▽ゲストに懐かしい 
　　あの人が生出演！ほか 
8：54●◇○ 

9：00ユーアンドアイ「旅立ちの 
　　日」第11話／全12話 
 
 
8：54●◇○ 

10：00フンフン 
　　▽現役ホストにナンパ術 
　　を！モテナイ組が必死に 
　　なる！ほか 

N 天 

N 天 

第1話 第11話 

◆関東テレビ◆ 
8：00週間歌のベストテン！ 
　　▽ドラマの主題歌特集！ 
　　▽あの売れっ子歌手に 
　　　　恋人発覚！？ほか 
8：54●◇○ 

9：00ユーアンドアイ「旅立ちの 
　　日」第11話／全12話 
 
 
 
 
 
10：24●◇○ 

N 天 

N 天 

最終回 … 

録画開始 

録画終了 

90分間 

＊1 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。＊2 CPRM対応DVD-RW Ver.1.1・
Ver.1.2ディスクのみ。ムーブ後、ハードディスクの内容は消去されます。＊3 DESR-7500のみ＊4 DVD-R 8倍速対
応メディアSLPモード時。高速ダビングするには、高速対応のディスクが必要です。

放送時間が延長になってもしっかり録画
※番組内容は架空のものです。実際の放送内容ではありません。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 14 15 20 21

16 17 18 19

20 21

18 1913 22

1 2 3 4 5 6 7 9 10

14 15

13

11 12

22

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

録画モード

HQ

HSP

SP（標準）

LP

EP

SLP

HDD 250GB（DESR-7500）

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-5500）

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 エックス ピクト ストーリー

エックス

BSIF 75ΩF型コネクター ―

※本機のDV入力端子は、ソニー製家庭用DV方式・Digital8（デジタルエイト）方式のデジタルビデオのみで接続
動作を確認しています（2004年9月末までに日本国内で発売した機器。DCR-VX700/VX1000/PC7、DHR-1000
を除く）。また、本機のDV入力端子（DVC-SD信号）は、MICROMV方式のデジタルビデオカメラ、BSデジタルハ
イビジョンテレビ、BSデジタルチューナー、デジタルCSチューナーやD-VHSデッキのi.LINK端子（MICROMV信
号・MPEG-TS信号）とは信号が異なるため、互いに接続ができません。

エックス



大容量
250GB
HDD 160GB

HDD

大容量
250GB
HDD

“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。

商品ご使用上のご注意●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。また、

いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません。あらかじめご了承ください。

●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、本機の価格には、著作権法の定めにより、DVD+RW/-RW/-R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。
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Gemstar-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」をベースに、（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

●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。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●主なはんだ付けに無鉛はんだを使用　　　　　　　　　●キャビネットおよびプリント配線板にハロゲン系難燃剤を不使用
●包装用緩衝材に100％再生発泡スチロールを使用　　 ●外箱の表層に100％雑誌古紙を使用

デジタルレコーダーホームページ

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。●“ x -アプリ”および“ ”は、ソニー株式会社の商標です。●「おまかせ・まる録」

はソニーの登録商標です。● 、“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。●“DJbox”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標です。●“XMB”および“ ”は、ソニー株式会社および株式会社

ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。●“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。●i.LINKはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様を示す呼称、 は、i.LINK

に準拠した製品につけられるロゴです。●i.LINK、 は商標です。●HDMIはHDMI Licensing LLCの商標ま

たは、登録商標です。●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。

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/digirec/

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。
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。

※eco infoは、ソニー環境配慮内容についての説明マークです。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

商品の取り扱い方法、買い物相談、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
●携帯電話・PHS  03-5448-3311
●受付時間　月～金 9:00～20:00 土・日・祝日9:00～17:00
※電話番号は間違いのないように確認のうえ、おかけください。

〒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

（全国どこからでも市内通話料で
ご利用いただけます。 ）

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、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。

2004.12
カタログ記載内容2004年12月現在

BVMP-1   Printed in Japan.   （84920774）R

自動で録
と

れる、しっかり録
と

れる。そして高画質。新「スゴ録」

HDD搭載DVDレコーダー

RDR-HX100
新発売
オープン価格＊

好みの番組を自動で録画

「おまかせ・まる録」

かんたん予約で、しっかり録画

電子番組表（EPG）＆
番組追跡録画

録る、見る、残す。キレイにこだわった

高画質技術

たっぷり長時間録画

大容量HDD

おまかせ・
まる録

高画質回路
「スゴロジック」

HDMI出力 i.LINK
（DV入力）

BSアナログ
チューナー

電子番組表
（EPG）

番組
追跡録画

HDD搭載DVDレコーダー

RDR-HX90
新発売
オープン価格＊

HDD搭載DVDレコーダー

RDR-HX70
新発売
オープン価格＊

HDD搭載DVDレコーダー

RDR-HX50
新発売
オープン価格＊

おまかせ・
まる録

高画質回路
「スゴロジック」

電子番組表
（EPG）

番組
追跡録画

大容量
400GB
HDD

ゴースト
リダクションチューナー

おまかせ・
まる録

高画質回路
「スゴロジック」

BSアナログ
チューナー

電子番組表
（EPG）

番組
追跡録画

ゴースト
リダクションチューナー

おまかせ・
まる録

高画質回路
「スゴロジック」

HDMI出力 i.LINK
（DV入力）

BSアナログ
チューナー

電子番組表
（EPG）

番組
追跡録画

ゴースト
リダクションチューナー

＊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。

エックス


