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＊Gガイド画面はイメージです。実際の掲出期間・画面表示と異なる場合がございます。
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EPG（番組表画面）主な特長
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DMR-E95H

「DEPG」採用。地上アナログチューナーとMPEG2エンコーダーの両方を搭載し、
 HDDに2番組の同時録画が可能。

RDR-HX10

日
立

「ADAMS-EPG」採用。400GBの大容量・高速HDDを搭載、多彩なメディアに
 対応するDVDマルチドライブに加え、高画質を実現する機能も充実。
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400GB

約360h
録  画

DVD-R
55倍速
ダビング

HDD
320GB

約570h
録  画

DVD-R
32倍速
ダビング

●録画やタイマー予約など、目的に合わせて使いやすいメニュー画面
●音声付きサムネイルの「プログラムナビ」で簡単に録画番組を検索→再生
●ＳＤ/ＰＣカードダブルスロット＆ＤＶ端子を使えば、デジタルカメラの画像もビデオ
　カメラの映像もＨＤＤ/ＤＶＤで保存・再生

全てのＨＤＤ内蔵レコーダーにＧガイド搭載。
誰にでも録画・ダビング・再生ができる簡単さを実現。

http://diga.jp/商品に関するURL

HDD
250GB

約325h
録  画

DVD-R
24倍速
ダビング

●野球延長に対応して、延長後の予約録画時間も自動的に延長
●「HQ+モード」でHDDに高画質で録画して、「ダイナミックVBRダビング」で
　DVDに高画質で保存が可能
●BSアナログチューナー搭載

「おまかせ・まる録」機能で好みの番組を
大容量HDDにどんどん自動で録画。

http://www.sony.co. jp/sugoroku/商品に関するURL
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250GB
約433h
録  画

DVD-R
55倍速
ダビング

●見やすい番組表（ＥＰＧ）から選んで押すだけのカンタン録画予約
●音声付き動画で録画番組が簡単に探せる「動画ディスクナビ」
●最速約５５倍速高速ダビングを実現、高速ダビング中の録画／再生にも対応

「選んでポン」で、録画・再生・ダビングが
 ボタンひとつで簡単スピード操作。

http://www.pioneer.co.jp/dvdld/dvr/商品に関するURL
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DVR-HE700

DVR-620H-S

HDD
250GB

約318h
録  画

DVD-R
36倍速
ダビング

●スポーツ番組等の延長にも対応しているスポーツ延長機能
●学習機能付のおすすめ番組
●見たい番組を素早く探せるバーチャルライブラリー機能

世界最速、電源を入れて1.5秒で録画スタート。
すぐに使える快適操作。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/dvd商品に関するURL
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DV-HR450

RD-XS53

MS-DS400

HDD
160GB

約205h
録  画

DVD-R
48倍速
ダビング

●５種類の記録型ＤＶＤディスクが再生可能な「ＤＶＤスーパーマルチ再生」
●チャプター分割／サムネイル一覧表示など編集機能が充実
●動きの速度や映像の内容に応じて、シーン毎にビットレート(データ量)を
　変換し最適な高画質を実現。

Gガイドで楽々予約、
最高約４８倍速の高速ダビングを実現。

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/040621-a.html商品に関するURL
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HDD
120GB

約224h
録  画

DVD-R
32倍速
ダビング

●キーワード／ジャンル登録で、好きな番組を自動検索して内容を教えてくれる
　「番組お知らせ機能」
●動画と音声で録画番組を確認できる「モーションサムネイル」
●EPG録画時のスポーツ延長対応

VHS一体化で、VHS・HDD・DVD相互による
6通りのダビングが自由自在。

http://www.victor.co.jp/dvd/商品に関するURL

DR-MX1

ラテ欄スタイル

グリッドスタイル

グリッドスタイル

ラテ欄スタイル

ラテ欄スタイル

グリッドスタイル

RDシリーズ

DVDレコーダー
WOOOシリーズ

ますますす加速するGガイド搭ド搭載！
アテネオリンピックが目前に迫り、メーカー各社からもHDD内蔵DVDレコーダーの新機種が出揃いました。

大手主要メーカー8社のうち、Gガイド搭載が実に6社となった2004年夏、
誰にでも使える「カンタンさ」を前面にアピールした商戦が展開されそうです。

HDD内蔵DVDレコーダーオリンピック商戦：各社とも「カンタンさ」がポイントアテネ特集 第2弾

http://diga.jp/
http://www.sony.co.jp/sugoroku/
http://www.pioneer.co.jp/dvdld/dvr/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/dvd
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/040621-a.html
http://www.victor.co.jp/dvd/
http://www.ipg.co.jp/press


　　   
 
　今回、我々が出したDVDレコーダーには、
“選んでポン”という言葉をキャッチコピーとし
て用いました。当社の高画質・高性能なイメー
ジは、一般にかなり定着しているようです。し
かしDVDレコーダーに関しては、それらに加
え、「操作性」も非常に重要であると考えてい
ます。そこで、録画・再生・ダビングの3大要素
が簡単にできる点を強く打ち出しました。
　また、EPGについても同様に「操作性」を重視
し、グリッドスタイルを採用しています。新聞の
番組表と同様のラテ欄スタイルの場合、一画面
におけるチャンネルや時間の一覧性が限定され
てしまいますが、グリッドスタイルならその問題
点をクリアできる。初めのうちは見慣れない印
象があるかも知れませんが、実際に利用してい
ただく中で、そのスムーズな操作性を大きなメ
リットとして感じていただけると判断しました。

　これによって、パイオニアの強みでもあるス
ピード感を、ダビングのみならず操作面でも
実現できたわけです。現在あるDVDレコー
ダーの中では、最も使いやすいEPGになって
いると考えています。
　お陰様で、これまでに当社が出してきたDVD
レコーダーも高い評価をいただいております
が、今回の製品ではEPGの機能がプラスされ
ることでさらに、我々が積み上げてきた「スピー
ド」という資産を生かしつつ、どなたにも使いや
すい商品ができたという実感があります。

　我々は、VTRの販売台数をDVDレコーダー
がこの年内で抜くと予測しています。アテネは
年末とともに、そのきっかけとなる大きなター
ニングポイントとなるのではないでしょうか。
　従来のVTRからの切り替えが進むことに
よって、DVDレコーダーマーケットはますます
一般層に広がりを見せています。ユーザーの
裾野が広がるのに合わせ、広告展開も幅広い
層にわかりやすく商品を訴求することを目指
しました。お客様がDVDレコーダーに求める
要望は、年々急速に変わってきており、一昨
年に比べると操作の簡単さを求める声が非
常に増えている状態です。これは明らかにユー
ザー層、そして彼らのニーズが変わってきた
点にあるといえるでしょう。CMやポスターで
は、簡単で使いやすく、より身近な存在となっ
たDVDレコーダーをアピールしています。

　今後ますます広がるであろうDVDレコーダー
のユーザー層に対し、いかにニーズに応えてい
くか。このアテネオリンピックの商戦では、そう
した点がより一層明確化されそうですね。

　簡単に録画・再生・ダビングができるとい
う中で、我々は録画機能を最も大切だと考え
ています。DVDレコーダーである以上、まず
録画してもらわないことには、再生もダビング
もはじまりませんから。そうやって録画したも
のの中から、見ない番組と保存する必要のな
い番組が消され、残ったものがHDDにダビン
グされていくことになります。
　言ってみれば、「録画」という入り口が広く
なければ、DVDレコーダーの楽しさは全く伝
わらないわけです。EPGの存在意義は、録画
のしやすさ、とりわけ録画予約の簡単さや、再
生時のタイトル表示などに拠るところが大き
いと考えています。

　まず、これは放送局への要望になってしま
うのかもしれませんが、番組情報を常に安定
した状態でリリースしてほしいですね。その上
で、番組の詳細データが充実すればもっとい
い。お客様からは「深夜帯の番組の詳細やタ
イトルが統一されていない」ですとか、「プロ
野球ニュースはニュースに入るのか、スポーツ
に入るのか」といったご指摘をよくいただくの
で、その辺が改善されればと思います。
　データが充実すれば、後は我々メーカーの
側が力を発揮する番です。企画屋としてはま
さに腕の見せどころですよね。オリジナルな企
画や、さまざまな機能を創り出すことで、他社
さんにはないパイオニア独自の魅力を、お客
様にご提案していきたいと考えています。

「録画」が伝えるDVDレコーダーの楽しさは「録画」が伝えるDVDレコーダーの楽しさは
 EPG（Gガイド）における録画機能の充実が鍵にEPG（Gガイド）における録画機能の充実が鍵に
「録画」が伝えるDVDレコーダーの楽しさは「録画」が伝えるDVDレコーダーの楽しさは
 EPG（Gガイド）における録画機能の充実が鍵にEPG（Gガイド）における録画機能の充実が鍵に

宮崎 武雄氏
パイオニア株式会社　ホームエンタテインメントカンパニー 　
AV事業部　ビデオ企画部　企画グループ 主事

パイオニアからついに登パイオニアからついに登場！！
Ｇガイド搭ガイド搭載HDD&DVDDVDレコーダー
パイオニアからついに登パイオニアからついに登場！！
Ｇガイド搭ガイド搭載HDD&DVDDVDレコーダー
世界初のDVDレコーダーを発売し、その名の通り
“先駆者”として業界をリードしてきたパイオニア。
6月下旬に発売となった同社のHDD&DVD
レコーダーは、パイオニア初のGガイド搭載機という
点でも話題になっています。今回の新商品について、
同社企画担当  宮崎氏にお話を伺いました。

世界最速※1・55倍速高速ダビングを実現！
1時間番組を66秒※2でダビングできる!

　　　新シリーズの特長について、
　　　お聞かせください。

　　　DVDレコーダーマーケットにおいて、
　　　アテネオリンピックをどのように
　　　位置づけていますか？

　　　Gガイド（EPG）に期待している
　　　ことを教えてください。

　　　EPGの重要性について
　　　どのようにお考えですか？

※1 HDD搭載DVDレコーダーとして。2004年5月報道発表当時。　※2 SLPモードでHDDに録画した番組を、
DVD=R Ver. 2.0/8Ｘ（1～8倍速記録対応）ディスクに高速ダビングした場合のダビング時間であり、ダビング速度の
目安。ディスクや条件により時間や速度が変わる場合があります。

＜EPG表示画面＞

DVRDVR-620H620H-S
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