2002 年 9 月 27日
松 下 電 器 産 業 株 式 会 社
松下ネットワークマーケティング株式会社
新製品
テレビで、ブロードバンド放送を簡単に楽しむことができる

ブロードバンドＴＶチューナー
「Ｂ
ｒ
ｏ
ａ
ｄ
ｎ
ｏ
ｗ
」
を発売
インターネットショッピングサイト「パナセンス」で３００台限定先行販売
品
名
愛
称
品
番
販売価格（税別）
先行販売予約期間
発売日
販 売台 数

ブロードバンドＴＶチューナー
Ｂ
ｒ
ｏ
ａ
ｄ
ｎ
ｏ
ｗ
（ブロードナウ）
ＦＺ−ＢＢ１０００
９９,８００円
９月２７日〜１０月３１日
１１月２０日
限定３００台

松下電器産業株式会社は、ＡＤＳＬ／ＦＴＴＨ／ＣＡＴＶなどのブロードバンド網に接続された家庭内ＬＡＮに接
続する事により、家庭のテレビで簡単にブロードバンド放送が楽しめるブロードバンドＴＶチューナＢｒｏａｄｎｏｗ
「ＦＺ−ＢＢ１０００」を、１１月２０日に限定３００台、先行販売します。先行販売は松下ネットワークマーケティン
グ株式会社が運営するショッピングサイト「パナセンス」
（http://www.sense.panasonic.co.jp/）で、９月２７日〜
１０月３１日の期間、予約を受け付け、３００台を超える場合は抽選を行います。尚、新春から予定している正式
な発売も、
「パナセンス」でのネット販売に限定してまいります。
本製品は、ＡＤＳＬ／ＦＴＴＨ／ＣＡＴＶ常時接続環境に接続された家庭内ＬＡＮ環境に接続・設定する事により、
ブロードバンド網で、配信される動画や音楽コンテンツなどのブロードバンド放送を、家庭のテレビで簡単に
視聴することを可能にします。 又、本製品に搭載しているハードディスクレコーダー機能により、地上波アナ
ログ放送の電子番組ガイドを活用した簡単録画予約や、地上波アナログ放送の一時停止機能「タイムキープ」
、
あるいは録画しながら番組を最初から見られる「追っかけ再生」などの地上波アナログ放送のタイムシフトも実
現しています。更に、外出先からＡＶ機器をコントロールする一つの提案として、今回、携帯電話からの地上波
アナログ放送の録画予約も実現しています。本製品は、普及するブロードバンド環境を活用し、通信と放送を
融合した新カテゴリー商品ブロードバンドＴＶチューナーとして位置づけ、積極的に市場提案していきます。
＜主 な 特 長＞
１．ブロードバンドテレビ機能で、ブロードバンド放送を簡単選局
２．ブロードバンドラジオ機能でインターネットラジオ放送を簡単選局
３．ハードディスクレコーダー機能搭載／携帯電話メール録画予約
４．地上波アナログ放送の電子番組ガイド搭載で録画予約が簡単に
【お問い合わせ先】
報道関係者様 ： コーポレートコミュニケーション本部 広報グループ
（東京）山田 電話：03-3436-2621
（大阪）溝口 電話：06-6908-0447
お 客 様 ：
商品に関するお問い合わせ お客様ご相談センター
0120-873-029（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
販売に関するお問い合わせ パナセンスカスタマーセンター
06-6907-9144
ホームページＵＲＬ http://www.sense.panasonic.co.jp/
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【特 長】

１．ブロードバンドテレビ機能で、ブロードバンド放送が簡単選局、
「ＯＮ ＴＶ ＪＡＰＡＮ ＢＢサービス（*１）
」と連携
ＯＮ ＴＶ ＪＡＰＡＮ ＢＢサービス
（*１）は、テレビ画面上で簡単にコンテンツを選び、視聴するためのナビ
ゲーション機能を提供します。自動レコメンド機能をはじめとする強力な検索機能を、
「Ｂｒｏａｄｎｏｗ」の
リモコンですべて操作できるインターフェース上に実現しました。ブロードバンド放送のチャンネルのカ
テゴリは、エンタメ Channel、生活を楽しむ Channel、自分を磨く Channel、情報チェック Channel、
カルト Channel などに分けられています。また、コンテンツについても、映画＆ドラマ、スポーツ、
ニュース＆ビジネス、カルチャー、バラエティー、アイドル＆セレブ、ライフ＆レジャーなどのジャンルに分
類されており、お好みのチャンネルやコンテンツを、簡単に選択していただけるように設計されています。
ブロードバンドテレビ機能での映像・音声再生形式は、Windows Media (TM) Video・Windows Media
(TM) Audioをサポートします。
＜QuickCheck画面＞

＜Player画面＞

TV
(c) 1999 PHOENICIAN ENTERTAINMENT.

(c) 1999 PHOENICIAN ENTERTAINMENT.

*１ ： 「ＯＮ ＴＶ ＪＡＰＡＮ ＢＢサービス」は、株式会社ＩＳＡＯがブロードバンド接続デジタル家電向けに提供する、
ストリーミング動画ナビゲーションサービスです。
「ＯＮ ＴＶ ＪＡＰＡＮ ＢＢサービス」の最大の特徴は、テレビ画面上で簡単にコンテンツを選び、視聴できるように
最適化されたインターフェースにあります。また、
「ＯＮ ＴＶ ＪＡＰＡＮ ＢＢサービス」は、インターネット上に多数
配信されるコンテンツを番組表にしてナビゲーションするだけでなく、有料コンテンツについては、配信ならびに
課金代行業務も行います。
「ＯＮ ＴＶ ＪＡＰＡＮ ＢＢサービス」で提供するコンテンツについては、株式会社ＩＳＡＯが、
ストリーミングコンテンツ配信企業大手である株式会社Ｊストリームの支援により事業化します。
この支援により、有料コンテンツについては、株式会社ＪストリームのＣＤＮ（コンテンツ・デリバリー・ネットワーク）を経由
して安定的に配信されるようになります。また、両社は、今後、有力コンテンツプロバイダーやコンテンツホルダーに対し
「ＯＮ ＴＶ ＪＡＰＡＮ ＢＢサービス」への参加を呼びかけ、さらなる提供コンテンツの充実を図ります。

２. ブロードバンドラジオ機能でインターネットラジオ放送局
「
ｉＭ Ｒａｄｉｏ（ＴＭ）
」サービス（*２）
」と連携
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iM Radio サービスでは、世界の音楽やニュースなどの専門局を含めた約４００のインターネットラジオ放送が
視聴可能。いつも聞く放送局は、
「お気に入り」から一発選局できます。
又、 お手持ちのパソコンに「iMジュークボックス」をインストールしていただくと、家庭内ＬＡＮに接続されたパソ
コンとブロードナウの間で、ＰＣに蓄積された音楽コンテンツ（ＭＰ３）を、
「Ｂｒｏａｄｎｏｗ」から検索でき、リビングで
簡単に視聴できます。

＊２：全世界のインターネット・ラジオから、高品質かつ信頼性の高い４００局を選りすぐり、ポップス、ロック、ヒップホップ
、クラシックなど音楽およびニュースなど計２５ジャンルに分類して、お届けするサービスです。アイエム・ネットワ
ークス・ジャパン（株）
（＊３）がサービスを提供します。なお、
「iM Radio」は、iM NetworksInc.の登録商標です。
＊３：アイエム・ネットワークス・ジャパン（株）
（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：加藤 徹）は、日本国内でインタ
ーネットラジオのポータルサービスを提供する会社として、ソフトバンク・ブロードメディア（株）
（本社：東京都渋谷
区、代表取締役社長：橋本太郎）と米国iM Networks Inc.社（本社：カリフォルニア州マウンテンビュー、代表者：
エリオット・ソロモン）により、2001年 12 月に設立されました

３. ハードディスクレコーダー機能（追っかけ再生、タイムキープ、メール録画予約）
・番組録画中でもその番組を最初から見ることができる「追っかけ再生」
予約録画の途中で帰宅した場合などに、録画終了を待たずに、番組録画を続けながらその番組を最初から
再生できます。また、音声がはっきり聞きとれる1.5倍速の「追いつき再生」で実時間放送に追いついていくこと
もできます。
・地上波アナログ放送の番組視聴中、映像を一時停止（ポーズ）する「タイムキープ」
番組視聴中の急な電話や突然の来客時に、番組の録画が自動的にスタート。後でそこから再生できます。
・外出先から、携帯電話やパソコンで、Ｂｒｏａｄｎｏｗの予約録画ができる「メール予約」
ＨＤＤレコーダーだからテープの頭出しの心配もなく、ＯＮ ＴＶ ＪＡＰＡＮサービスとの連携で、どこでも思いつ
いた時に、携帯電話で番組録画予約できます（※一部、ご利用できない携帯電話もございます）
。

＜携帯電話での
メール録画予約の
操作画面イメージ＞
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４. 地上波アナログ放送の電子番組ガイド搭載で、番組検索・録画予約が簡単
地上波アナログ放送の電子番組ガイド（Ｇ−ＧＵＩＤＥ方式（*４）
）を搭載しています。８日間のテレビ番組欄が
テレビ画面上で確認できるので便利です。また、８日間のジャンル別番組検索が可能なで、
見たい番組が簡単に探せます。又、内蔵しているＨＤＤレコーダーとの連動で、番組欄・ジャンル検索画面上
より簡単に録画予約が可能です。

――――――――――― Ｇ−ＧＵＩＤＥの画面 ――――――――――――
番組情報の他にも様々な関連情報等が表示されます

＊４： 米国ジェムスター社が知的財産権を保有するＥＰＧ技術「Ｇ−ＧＵＩＤＥ」をベースに、インタラクティブ・プログラム・
ガイド社（ＩＰＧ社）が日本国内で運用する電子番組表。ジェムスター社およびＩＰＧ社は現在、ＴＢＳ［㈱東京放送]
系列を中心に全国 30地区 31放送局と提携してＧ−ＧＵＩＤＥデータ放送を行っており、地上波アナログＥＰＧとして
唯一のテレビ視聴者世帯カバー率１００％を達成しています。Ｇ−ＧＵＩＤＥはジェムスター社の登録商標です。

４．その他
ＰＣビューア機能 ： 「MediaStage for Broadnow」
お手持ちのパソコンに「MediaStage」をインストールしていただくと、家庭内ＬＡＮに接続されたパソコン
と「Ｂｒｏａｄｎｏｗ」の間で、パソコンからブロードナウに蓄積された地上波アナログ放送が閲覧、再生でき
ます。
＜MediaStage for Broadnowの画面＞
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【主な仕様】
品

名

ブロードバンドＴＶチューナー

品

番

ＦＺ−ＢＢ１０００

質

量

3.6kg

外形寸法

幅：430mm 高さ：73mm 奥行：292mm

使用電源

ＡＣ１００Ｖ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

消費電力
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾃﾚﾋﾞ
ｿﾌﾄ仕様
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾗｼﾞｵ
ｿﾌﾄ仕様

使用時：２８Ｗ スタンバイ時：約８Ｗ
映像・音声再生形式は、Windows Media (TM) Video/Audio をサポート
音声再生形式は、MP３をサポート

ＸＰ：約10.5 時間
ハードディスク
レコーダー
録画時間
受信チャンネル

接続端子

主な同梱物

推奨環境

ＳＰ：約16 時間
ＬＰ：約27 時間
ＶＨＦ：1〜12ｃｈ ＵＨＦ：13〜62ch、ＣATV：c13〜ｃ63ｃｈ
・映像入出力 （S 端子）
入力１系統、出力１系統
・映像入出力 （ピンジャック）
入力１系統、出力2 系統
・アナログ音声 入出力 （ピンジャック）
2ch 入力：１系統 、2ch 出力：2系統
・１００ＢＡＳＥ−ＴＸ
・アクティブスピーカー端子
・拡張端子
リモコン、単３形乾電池、音声／映像コード、Ｓ映像コード、
同軸ケーブル、電源コード
ＡＤＳＬ／ＦＴＴＨなどのインターネット接続環境を有し、
更に、スループット１．５Ｍｂｐｓ以上の通信環境。

■本製品は、インターネット機能として（株）ＡＣＣＥＳＳのＮｅｔＦｒｏｎｔを搭載しています。
■「ＮｅｔＦｒｏｎｔ」は、（株）ＡＣＣＥＳＳの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。
■本製品には、
（株）インタラクティブ・プログラム・ガイドにより提供されるインターネット上の電子番組表「G-GUIDE」を
搭載しています。
■「G-GUIDE」は、ジェムスター社の登録商標です。
■”Windows Media, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks
of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. “
■「iM Radio」は、iM NetworksInc.の登録商標です。
■「ON TV JAPAN BB」
、
「ONTV JAPAN」は（株）IＳＡＯの商標です。

以 上
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