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タイムシフトTVウォッチング�
放送中のTV番組を、止める、進める、繰り返す�

デ ジ タ ル 編 集 �

DVDプレイ＆ Dolby Digital

デジタルビデオ編集、音楽CD　MD編集ができる�
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トの世界がますます面白くなる。�

スデッキシリーズ新登場。�

も�
できる�

DVDを高画質＆�
高音質で楽しめる�
�MD編集�

  け集めて�
D  がつくれる。�
�

DVDプレイ�
映画も音楽も、多彩なDVDソフトが�

思う存分楽しめる。�
�

Dolby Digital＆ホームシアター�
大画面と立体音響で、�

映画館の臨場感を再現できる。�
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  するWindows  Millennium Edition搭載。�

アカラー液晶に、�
トップエンドモデル。�

リモコン操作でＴＶやＤＶＤが楽しめる、�
省スペースタイプのオールインワンモデル。�
610R5SD　�

� Office�
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Personal

30.0GB
H D D

15型スーパーピュア�
カラー液晶（PriusView）� 700MHz

Intel  Pentium lllプロセッサ�R R 128MB
SDRAMメモリー�

世界大百科�
事典�

Office�
2000�
Personal

6倍速�
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FAX�
モデム�

光デジタル�
オーディオ�
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i.LINK

30.0GB
H D D

15型�
スーパーピュアカラー液晶�

デスクトップエンターテインメン

魅力アップしたプリウス

TVが見られる､�
TVの楽しみ方が変わる�

タイムシフトTVウォッチング�
放送中のTV番組を､�

止める､進める､繰り返す｡�

TV録画�
ハードディスクへ�

最大約7時間録画できる｡�

動画や音楽も�
カンタンに編集

デジタルビデオ編集�
オリジナルビデオムービーが�

簡単につくれる。�
�

音楽CD　
好きな曲だ  

ベスト選曲MD  
�
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パソコンのライフスタイルを快適に  

高画質17型フラットＣＲＴ搭載、�
高音質スピーカーをセットしたスタンダードモデル。�
650R7CD／650R7CDJ

大好評のスーパーピュアカ
Ｗチューナーが魅力のト
650R5PD�
�

700MHz
Intel  Pentium lllプロセッサ�R R 128MB

SDRAMメモリー�

世界大百科�
事典�

Office�
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Personal
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DVD-ROM�
ドライブ�
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光デジタル�
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出力�

i.LINK
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光デジタル�
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i.LINKジャスト�
ホームi

（650R7CDJのみ）�（650R7CDのみ）�



TVを見る�

放送中の番組を一時停止｡�
見たいシーンも見逃さない｡�
目が離せないシーンでの急用には､ポーズボタンを

押して､番組を一時停止｡解除すれば､止めたところ

から続きが見られます｡（料理のレシピやクイズの

あて先などを書き写したい時にも便利です｡）�
※一時停止は自動保存時間内（5分～120分/出荷時設定5分）で有効です｡�

今のシーンをもう一度見たい､そんな時にはリバース

ボタンを押して､何度でも戻って楽しめます｡ 特に

お気に入りのシーンでは､ブックマークボタンを

クリック｡ ジャンプボタンでいつでも瞬時に戻れます｡�
※巻き戻し時間･ブックマークは自動保存時間内（5分～120分/出荷時設定   �
   5分）で有効です｡ ブックマークは複数の登録も可能です｡�

外出前に録画予約をしておけば､番組の途中で帰宅

しても､録画終了を待つことなく､頭から楽しめます｡ 

不要な部分を早送りすれば､リアルタイムの放送�

（映像）に追いつくこともできます｡�
※映像再生は0.1～9.9倍速で設定可能です｡（音声再生は1.0～2.2倍速の�
   範囲で有効です｡）�

今のシーンをもう1度｡�
見たいシーンへすぐに戻れる!�
�

録画中の番組も､�
終了を待たずに頭から再生｡�
�

タイムシフト  ① 【一時停止】機能�

タイムシフト  ②【リバース再生】機能�

タイムシフト  ③【時間差再生】機能�

急な�
電話などで�
一時停止�

ポーズ解除で�
止めた�
ところから�
再生�

リバースボタンで�
見たいシーンへ戻る�

30分の時間差で�
頭から再生�

早送りで放送中の�
映像に追いつく�

19：00

19：30

21：00

21：00

【  タイムシフト機能 で止める・進める・繰り返す。ＴＶがますます面白くなる。】�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows  Millennium Edition搭載。�R 4

タイムシフト機能は� で実現する機能です。�

TV番組を探す・録る�【番組検索も、長時間録画もお手のもの。】�
ハードディスクへ�
最大約7時間の�
録画が可能�
【ビデオテープへの保存も可能】�
MPEG2方式に基づく独自のデータ�
圧縮方式を採用｡TV放送なら最大�
約7時間の録画が可能です｡録った�
番組は､タイトルで一覧表で表示され�
るので、映像の整理も簡単｡残して�
おきたい映像は､S/コンポジット映像�
出力端子により､ビデオテープに録画�
することもできます。�

番組検索や録画予約が簡単�
番組探しも録画予約も、ＴＶ表示ウィンドウがついた電子番組表（Prius EPG）におまかせください。見たい番組を

確認したり、お好きなジャンルや出演者から番組を探して一覧表示できるなど、ＴＶを思う存分楽しむための便利

な機能を満載。録画予約も、番組を選び予約ボタンをクリックするだけで、最大 8日間の予約設定ができると�

いう簡単さです。�

※お客様が録画したものは､個人またはご家庭で楽しむほかは､�
　著作権法上､著作者に無断で使用できません｡�

※電子番組表は、テレビ朝日系列全国24局からTV電波に乗せて、
　約 2時間おきに最新のデータが送られてきます。（無料）�
※主電源をONにしておけば、ハードディスクに自動保存されます。�
※データ放送は受信できない地域があります。またCATVでは、
　各放送局によって受信できない場合があります。事前にCATV�
　事業者にお問い合わせください。�

�

Prius EPG

チャンネルメニューで�
指定した番組を�
ＴＶ表示ウィンドウで�
見ることができます。�

詳細情報のある番組の�
ところにマウスカーソルを�
合わせると、詳しい�
番組情報を表示します。�

「みどころ」�
日立太郎、恋人発覚！�
○○○○○○○○○�
○○○○○○○○○�
○○○○○○○○○�

TV/DVDソフト  Pure DIVA  

▲番組検索一覧�

ＴＶが見られる、�

TVの楽しみ方が変わる。�

TVチューナーボード搭載�
アンテナに接続すれば､VHF /UHF /データ放送

が楽しめます｡�

便利なデータ放送が楽しめる�
社会、政治、経済ニュースはもちろんのこと、スポーツ

全般や気象情報など、最新の情報が簡単に得られます。�

＊1：ADAMS、はテレビ朝日系列全国24局がサービスしているデータ多重放送です。�
＊2：2000年 5月現在、bitcastは（株）東京放送（TBS）、（株）フジテレビジョン�
（フジテレビ）、（株）毎日放送（MBS）、北海道放送（株）（HBC）、（株）新潟放送（BSN）       �
  の各放送局が実施しています。�
※ データ放送は受信できない地域があ ります｡またCATVでは､各放送局によって�
     受信できない場合があります｡ 事前にCATV事業者にお問い合わせください｡�

データ放送局�

ADAMS＊1（アダムス）最新ニュース、天気予報､生活関連情報など�

bitcast＊2（ビットキャスト）最新ニュース、天気予報、番組情報など�
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デジタルビデオ編集�【カンタン編集で、オリジナルビデオムービーがつくれる。】�

デジタルカメラ画像編集�【はがきやシールが簡単につくれる。】�

音楽CD  MD編集�【自分だけのオリジナルベスト選曲集がつくれる。】�

※デジタルビデオカメラ､ i.LINKケーブルは同梱されて�
おりません｡ 市販のものをご利用ください｡ また､
デジタルビデオカメラは､i.LINK端子を装備している
必要があります｡一部の機種ではご利用になれない
場合があります｡事前に「FLORA安心コールセンター」
かデジタルビデオカメラメーカーにご確認ください｡�

※デジタルカメラ､PCカードアダプタ､スマートメディア､コンパクト�
　フラッシュは同梱されておりません｡市販のものをご利用ください｡�

●DVテープに出力�
編集したデータは､DVテープに出力できます｡映像のワンシーンを入れた

ビデオラベルやビデオクリップのタイトルシールも作れるので､編集がます

ます楽しくなります｡さらに､動画の中からお気に入りのシーンを静止画

として取り込めるので､アルバムがカンタンにつくれます｡�

●MPEG1、2などに出力�
標準画質のMPEG1、高画質のMPEG2、さらにメール添付などに最適な�

コンパクトなフォーマット＊1に出力することができます。�
＊1：Windows®のメディアプレイヤーで再生できるASFファイル。�

�

●カット割り編集�
取り込んだ映像をカットして入れ替えたり､
つないだりできます｡印象的なシーンの
挿入もできます｡ディレクター気分で思い
のままのストーリーに編集できます｡�

●特殊効果演出�
シーンとシーンの間に演出を凝らしたトランジション効果や｢フェードイン｣�
｢フェードアウト｣｢モザイク｣など､本格的なビデオエフェクト効果が使用できます｡
さらに､BGMやナレーションもカンタンに挿入できます｡�

●3Ｄアニメーション・3Ｄタイトル�
画面上を動き回るアニメーションや立体的
なタイトルを挿入することができます｡�

●多彩なキャラクター�
豊富なキャラクターをご用意、編集画面を
楽しく演出します。�

●タイトルを入れて編集完成�
思い出に残したいシーンを演出したり、
お好みのアニメーションやタイトルなど
を加えて、ビデオ編集は完了します。�

● i.LINK端子で映像を取り込む�
デジタル映像の高速取り込みが可能なi.LINK端子（S400）を装備｡デジタル�

ビデオカメラをi.LINKケーブルでつなげば､撮影した映像を簡単に取り�

込めます｡映像の取り込み･編集は､すべてデジタルですから､画質の劣化が�

ほとんどありません｡�

●映像をカットしたり、つないだり、カンタンビデオ編集�

A B C

C A B

i.LINK�
ケーブル�

デジタル�
ビデオカメラ�

光デジタル�
オーディオケーブル�

MD�
レコーダー�

PCカードスロット�
(TypeⅡ)

PCカード�
アダプタ�

スマート�
メディア�

コンパクト�
フラッシュ�

DV編集ソフト　MotionDV  STUDIO

静止画編集ソフト�
メディアシェフ/あるばむ�

はがき作成ソフト�
筆ぐるめ�PCカードスロット（TypeⅡ）を標準装備｡スマートメディアやコンパク

トフラッシュに対応した､PCカードアダプタと連携すれば､デジタル

カメラで撮った画像を取り込めます｡写真合成やカード、電子アル

バムが手軽につくれる「メディアシェフ/あるばむ」。そして、はがき

やラベル・シールが簡単につくれる「筆ぐるめ」をインストール�

していますから、思いのままに作品づくりが楽しめます。�

音楽CDから好きな曲を取り込む�
音楽CDからお気に入りの曲を取り込んで､好きな順に並べ替えるだけのカンタン

編集｡デジタルデータの高音質をそのままに､オリジナルサウンドライブラリーが作

れます｡タイトル曲名の入力も簡単にできるので､編集データの管理もラクラクです｡�
�

イコライザ機能で好みの音色を楽しむ�
便利なイコライザ機能を搭載。10本の周波数帯域を操作して好みの音質を演出

可能。スペクトラムアナライザーをステレオ化し、音とシンクロした鮮やかなイルミネー

ションが楽しめます。また、個性あふれる多彩なSkinを、好みに応じて選べます。�
�

MDに録音する�
光デジタルオーディオ出力端子にMDレコーダー＊2をつなげば､編集したサウ

ンドを録音できます｡プレイリストの曲名をドラッグ＆ドロップするだけのシン

プル操作で､編集完成｡部屋やクルマの中など､好きな場所で自分だけのMD

が楽しめます｡�

※光デジタルオーディオケーブル､MDレコーダー�
は同梱されておりません｡光デジタルオーディオ
出力端子の形状は650R/丸形､610R/角形です｡
市販のものをご利用ください｡�

＊2: 48kHzサンプリングコンバータ搭載のMDレコーダーと接続できます｡�

※ ＭＰ3データは再生のみの対応になります｡ＭＰ3へのデータ�
　 変換機能はありません。�
※お客様が録音したものは個人またはご家庭で楽しむな
　 どのほかは､著作権法上､著作者に無断で使用できません。�
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デジタルオーディオソフト�
BeatJam X -TREME

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows  Millennium Edition搭載。�R

動画や音楽もカンタンに編集できる。�

�
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8

ドルビーヘッドホン�【  臨場感あふれるリアルサウンドが楽しめる。】�

ドルビーヘッドホンとは､通常のヘッドホンを使ってあたかもスピーカーからの音声を聴いているかの様に感じさせる技術
です｡映画などの5.1chDVDタイトルを視聴している場合に実際の5.1chスピーカーシステムから聞こえてくるのと同様の波
形をヘッドホンを通して各々の耳に伝えることにより､これまでのヘッドホンで聴いていた感覚よりもリアルな感覚で視聴
することができます｡�

お手持ちのヘッドホンで�
デジタル3Dサウンドが聴ける�
迫力に満ちたサウンドが、ヘッドホンで手軽に楽しめるドルビーヘッドホン

機能を搭載しました。お手持ちのヘッドホンを本体に差し込むだけで、まる

で映画館にいるような広がりとリアル感をもった、立体的なデジタルサウンド

を楽しむことができます。�

DVDホームシアター�【Dolby Digital&大画面表示で、リビングはホームシアターになる。】�
TVとつなげて､大画面でDVDが見られる�
S/コンポジット映像出力で､お手持ちのT Vと接続すれば､TV

の大画面いっぱいにDVDの映像を映し出せます｡�
�

5.1ch  Dolby Digital対応�
映画館の臨場感が味わえる�
光デジタルオーディオ出力端子を装備｡ドルビーデジタル対応の

AVシステムと接続すれば､前後左右からあふれ出す立体音響�

（5.1チャンネルサラウンド）が楽しめます｡�

ドルビーデジタルとは､映画館等で､現在もっとも普及しているサラウンドフォーマットです｡ 信号の

ch数はフロントL（左）､フロントC（センター）､フロントR（右）､リア L（左）サラウンド､ リア R（右）

サラウンドとサブウーハーで構成。前後左右の完全独立チャンネルにより､音場空間をリアルに再現｡�

人のセリフはセンターチャンネルで固定､重低音はウーハーで再生し､劇場の臨場感を体験できます｡�

※パソコンとTVで､DVD･TVなどの動画を同時に表示することはできません｡�
※TV､Dolby Digital対応のAVシステム､スピーカー､�
　映像出力ケーブルは同梱されていません｡市販のものをご利用ください｡�

Rear Left Surround

Front Left

Sub Woofer

Front Center

Front Right

Rear Right Surround

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows  Millennium Edition搭載。�R

光デジタル�

オーディオケーブル�

5.1ch�
DolbyDigital対応�
AVシステム�

フロントスピーカー�

リアスピーカー�

左� 右�

左� 右�

センター�

サブウーハー�

映像ケーブル(Sまたはコンポジット映像）�

ＤＶＤを高画質＆高音質で楽しめる。�

�
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12倍速DVD-ROMドライブ＊1搭載�
DVD-ROMドライブを内蔵｡映画･ミュージックなどの

DVDビデオディスクを高画質･高音質で再生できます｡�

※1: 610R5SDは６倍速。�

�

DVDがキレイな�
高画質ディスプレイ搭載�
ＴＶの先端技術を投入した液晶ディスプレイ“PriusView”�

（650R5PD）、動画表現力を向上させたスーパーピュア

カラー液晶（610R5SD）、高画質17型フラットCRT�

（650R7CD/650R7CDJ）を採用するなど、DVDの高

画質をあますところなく再現できます。�



大好評のスーパーピュアカラー液晶に、�

Ｗチューナーが魅力のトップエンドモデル。�

多彩なインタフェース�Wチューナー搭載で�
裏番組録画ができる。�

DVD-ROMドライブ�

USB
キーボード�
マウス�

シリアル�

i.LINK
ラインアウト�
S/コンポジット�
映像出力端子�

�

ディスプレイ�
出力端子�

FDドライブ�

PCカードスロット�
（TypeⅡ）�

マイク�

コンポジット映像入力端子�

TVアンテナ入力端子�

パラレル�

S映像入力端子�
ラインイン�

モデムPHONE

モデムライン�

ラインイン�

光デジタルオーディオ出力�
（ヘッドホンアウト兼用）�
�

USB

Prius DECK 650R 

750MHz
Intel  Pentium lllプロセッサ�R R 128MB

SDRAMメモリー�
世界大百科�
事典�

Office�
2000�
Personal

12倍速�
DVD-ROM�
ドライブ�

56kbps�
FAX�
モデム�

光デジタル�
オーディオ�
出力�

i.LINK30.0GB
H D D

15型スーパーピュア�
カラー液晶（PriusView）�

［650R5PD］�

タイムシフトTVウォッチング� デジタルビデオ編集 音楽CD　MD編集� DVDプレイ ＆ Dolby Digital

Prius DECK（650R5PD）は、本体と液晶ディスプレイ�

（PriusView）それぞれにＴＶチューナーを搭載した

Ｗチューナーモデルです。同じ時間に、見たい番組が

重なっても、ご安心ください。たとえば、液晶ディス

プレイでスポーツ番組を見ながら、同時に本体の

ＴＶチューナーで裏番組のトレンディドラマをしっかり

録画しておくことができます。�

※PriusViewのチューナーでは録画はできません。また、TVのタイムシフトは�
できません。�
※裏録画を行う場合等、Wチューナーを同時に使う場合はアンテナケーブルを�
2ヵ所から接続するか、あるいは分配器で分配する必要があります。�
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Prius DECKの高画質液晶ディスプレイPriusView。�

キレイに映せる                                    搭載。�

明るさが違う! 発色が違う!!　スーパーピュアカラー液晶�
�

PriusViewは単体でも、スリムな液晶ＴＶとして楽しめる�
�

DVDやゲーム、VTRもつなげる、多彩なインタフェース�

明るさ1.5倍。動画がキレイな広視野角�
ＰｒｉｕｓＶｉｅwは、日立独自のスーパーピュアカラー液晶を採用。８０００Ｋ�

高色温度新パネルの搭載により、白がスッキリと映える表示を実現。

また、高輝度３００ｃｄ/m2を達成し、従来のスーパーＴＦＴの１.５倍�

（当社比）の明るい画面を可能にしました。さらに、上下左右１７０°の�

広視野角で、どこから見ても色鮮やか。ＴＶ、ＤＶＤ、ＣＧ等の動画も�

明るく鮮明に表示し、フリッカーレスでチラツキを抑え、目の疲れを

低減します。�

斜めから見ても､ココまでキレイ!

●画面は実写です。�

■PriusView主な仕様�
TVアンテナ入力端子/ビデオ1:映像･音声･S映像入力端子/ビデオ2:映像･音声･D1映像
入力端子/ヘッドホン出力端子/ワイヤレス伝送入力端子/PCアナログ映像入力端子/PC
音声入力端子/消費電力:最大65W（サスペンド時:約6W）/外形寸法：456（W）×177（D）
×347（H）mm/質量:約4.3kg

約75°横/上から見た画面�

ＢＳデジタルチューナーとの接続も簡単�
BSデジタル放送に対応したTVチューナーと簡単に接続できる
D1映像入力端子を装備。�
※BSデジタル放送は、2000年12月より放送開始予定です。�

TVアンテナ�

DC入力端子� D1映像入力端子�
（ビデオ2と共用）�

ビデオ2�
入力端子�

ビデオ1�
入力端子�

PC音声入力端子�

アナログ映像�
入力端子�

S映像入力端子�
（ビデオ1と共用）�

Ｓ映像入力端子、２系統のビデオ入力端子を装備。DVDプレイヤー、
ビデオデッキ、ゲーム機など、同時に２台つなげられます。�
※本製品は、ガンコントローラを用いたTVゲームソフトの使用には対応しておりません。�

�

TV専用リモコン�

最新の映像補正機能を採用�
ダイナミックガンマ補正＊１により、メリハリある画像
を表示。�

新世紀プログレッシブ＊２変換により、チラツキを抑え
たきめ細かな高画質映像を再現。�

３次元Y/C分離回路＊３により、色のにじみやチラツキ
を低減するだけでなく、動画のエッジ部に見られるギザ
ギザ感を大幅に低減。�

＊1:映像の内容により動的に色を補正する方式です。�
＊2:走査線を倍の密度でスキャンすることで、チラツキや映像ノイズを抑える方式です。�
＊3:Y（輝度）信号とC（色）信号を水平・垂直・時間軸の方向に分離し、映像ノイズを低減する方式です。�
※TV（VHF/UHF）をご覧になるには、アンテナへの接続が必要です。衛星放送の受信にはBSチューナー/アンテナが必要です。�

使い方広がるレイアウトフリー�
Pr iusViewは、奥行き約 7.6㎝（最薄部）
の省スペース設計。スタイリッシュな
デザインで使い方に合わせたレイアウト
が可能です。壁掛けスタンド＊4を使えば、
オシャレな壁掛けTVになり、さらに赤外線
伝送システム＊5を使えば、離れた場所に
あるビデオデッキなどの映像も見られます。
また、VESA規格（ 75㎜タイプ）アーム
スタンド（市販品）が取り付け可能です。                 
＊4：別売オプション。�
＊5：別売オプション。コンポジット映像信号及びステレオ音声信号対応。�

赤外線伝送システム�

（受信部）�

赤外線伝送システム�

（送信部）�
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TV専用リモコンを標準添付�
ブラウン管TVのリモコン感覚で､チャンネル切替やボリューム
調節ができるTV専用リモコンを標準添付｡�
※Prius DECK本体のチューナーでTVを見る場合（タイムシフトでTVを見ている時を含む）､リモコン�
　は使用できません｡�
�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows  Millennium Edition搭載。�R

メリハリの�
効いた画像�

きめ細やかな�
高画質�

輪郭部も�
スッキリ表示�



タイムシフトTVウォッチング� デジタルビデオ編集 音楽CD　MD編集� DVDプレイ ＆ Dolby Digital

700MHz
Intel  Pentium lllプロセッサ�R R 128MB

SDRAMメモリー�
世界大百科�
事典�

Office�
2000�
Personal

12倍速�
DVD-ROM�
ドライブ�

56kbps�
FAX�
モデム�

光デジタル�
オーディオ�
出力�

i.LINK30.0GB
H D D

17型�
フラットCRT

ジャスト�
ホームi

YAMAHA社製スピーカーシステム搭載�
YAMAHA社製の5Ｗ×2（最大出力時）スピーカーを標準添付｡低音域から
高音域までのワイドレンジをカバーし､迫力のサウンドを存分に楽しめます｡�
※付属のスピーカーは､当社の保守サポート対象外です｡保守サポートに関しては､ヤマハAV製品に対するお問い合わせ窓口�
（TEL：03-5488-5500）にお問い合わせください｡�

�
場所を選ばないレイアウトフリー設計�
設置スペースに応じて本体の置き方を縦置き､下置き､横置きとレイアウトできます｡�

■ディスプレイ仕様�
表示サイズ：17型/ドットピッチ：0 .25mm/水平走査周波数：30～70kHz /垂直走査周波数：50～160Hz /�
信号ケーブル長：1 .5m /電源ケーブル長：1.5m/消費電力：約100W（サスペンド時：約15W）/�
外形寸法：408（W）×425.1（D）×427（H）mm/質量：約16.4kg

Prius DECK 650R�
［650R7CD/650R7CDJ］ 

650R7CD／650R7CDJ

（650R7CDJのみ）�（650R7CDのみ）�
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高画質17型フラットＣＲＴ搭載、�
高音質スピーカーをセットしたスタンダードモデル。�

ＴＶ＆ＤＶＤの高画質再生を実現した、�
17型フラットＣＲＴ搭載�
解像度1,280×1,024ドット＊１表示が可能な、大画面17型ＣＲＴ採用。歪みの

少ない平面ブラウン管を搭載。動画・CGから、図表・ワープロ文字などを美し

く表示できます。�

 細かな字もハッキリ見える  0.25mmドットピッチCRTを採用。高精細な鮮明画質。�

 低反射で見やすい高画質  外光反射を抑え、目の疲れの原因となる映り込みを低減。�

 　  操作性にも配慮　    設定に便利なオンスクリーン機能を装備。�

＊1: Pure DIVA使用時は1,024×768ドット表示になります。また、1,280× 1,024ドット表示はリフレッシュ�
　　レート60Hzまでです。�

�



USB×2

タイムシフトTVウォッチング� デジタルビデオ編集 音楽CD　MD編集� DVDプレイ ＆ Dolby Digital

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows  Millennium Edition搭載。�R

700MHz
Intel  Pentium lllプロセッサ�R R 128MB

SDRAMメモリー�

世界大百科�
事典�

Office�
2000�
Personal

6倍速�
DVD-ROM�
ドライブ�

56kbps�
FAX�
モデム�

光デジタル�
オーディオ�
出力�

i.LINK

30.0GB
H D D

15型�
スーパーピュアカラー液晶�

DVDも高画質で再生�
15型スーパーピュアカラー液晶搭載�
15型 Super In Plane Switching方式TFT液晶ディスプレイを搭載｡これにより
1,024×768ドット､最大1,677万色の高精細表示､コントラスト比300：1､色純度�
（NTSC比）60％以上を達成｡さらに広視野角縦横170°を実現｡上下左右斜めと､
どの角度から見ても画面は隅 ま々でクッキリ鮮明です。�
�

AV機器感覚で操作できるリモコン､�
ワイヤレスキーボード＆マウス�
リモコンを標準装備｡TV､DVD､アプリケーションの起動など､AV機器のように�
ワンタッチでコントロールできます｡さらに､遠隔操作が可能なワイヤレスキー�
ボード＆マウス（マウス専用IR受信ユニット付）を採用しています｡�

■省エネルギー機能…「ワンタッチ節電機能」を装備。「ENERGYSTAR®基準」に対応。�

■フロントオペレーション…�
　 FDD､DVD-ROMドライブは､ディスクの出し入れがしやすい前面に配置｡�

■見やすく使いやすいチルト＆スイーベル機構…�
    画面のチルト角は前後19（゚前4 後゚15 ）゚、左右120（゚左60 右゚60 ）゚の範囲で調整可能。�

充実のインタフェース�

キーボード�

マウス�

外部ディスプレイ�
出力端子�

PCカードスロット�
（TypeⅡ）�

TVアンテナ入力端子�

ラインイン�
S映像入力端子�

コンポジット映像入力端子�

ヘッドホン�
ラインアウト�

シリアル�

ラインイン�

マイク�

S/コンポジット�
映像出力端子�
i.LINK

モデムPhone
モデムライン�

光デジタル�
オーディオ出力�

パラレル�

Prius DECK 610R �
［610R5SD］�

610R5SD

12

リモコン操作でＴＶやＤＶＤが楽しめる、�
省スペースタイプのオールインワンモデル。�
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●停止�

●再生/ポーズ�

●巻き戻し�

●早送り� ●音量調節�

TV/DVD Controlみんなが安心して使えます。�
●わかりやすいマニュアル付属�
付属のマニュアルをテーマごとの分冊にして、
わかりやすく説明。スタートブックから順番に
読んでいけば、初めての人でも知らず知らずの
うちにマスターできる工夫をこらしました。�

�

●キーボード練習ソフト「キーボードファイターⅡ」�
３種類のゲームを楽しみながら、キーボードの
打ち方の練習ができるソフトです。ローマ字入力
にも、かな入力にも対応。ローマ字の修得にも
効果を発揮します。�

［役に立つ多彩なソフ

エンターテインメントを満喫�インターネットを面白く�
�

Relax Island

インターネットも情報検索も、 �

利用者の皆様から、確かな 

��03-3298-6750一般回線�
ご購入後一カ月以内のハードウェアトラブルについては上記の「日立FLORA PC納品相談センター」�
までお問い合わせください。それ以降は左記「FLORA安心コールセンター」にて承ります。�
なお、インターネット接続についても､こちらでお問い合わせをお受けいたします｡�

0120-5454-400120-8855-96
FLORA安心コールセンター�

ご利用時間（年中無休（1/1を除く）） 9:30～22:00（平日） 10:00～18:00（土日･祝日）�
平日は夜10時までの長時間サポート。�

日立FLORA PC納品相談センター�
一般回線�046-236-3076

＊パソコンにインストールおよび添付されているアプリケーションや機器の増設に関しては、開発元にお問い合わせください。�
＊サポートは日本国内に限らせていただきます。�

万が一の初期トラブルについてはこちらへ！�　製品についてのお問い合わせはこちらへ！�

BeatJam X-TREME�
ジャストシステム社のデジタルオーディオソフト。音楽ＣＤから
データをデジタル録音し、編集・管理できます。また趣味や
音楽のジャンルに合わせて、24種類の中から好みのSkinを
選べます。�

たちまち翻訳�
英語のホームページを日本語に翻訳。Internet  
Explorer5.5､Word 2000のプラグイン機能により､�
文書を直接翻訳できます｡�

Pure DIVA�
タイムシフトを行ったり、DVDのドルビーデジタルを楽
しむためのソフト。また、予約録画も行えます。�
�

TV/DVD 音楽編集�

作 曲�

BGM

動画編集�

静止画編集�

メール�

英日翻訳�

PostPet for Windows�
パソコンの中で暮らすかわいいペットが電子メールを
運ぶ､おちゃめなメールソフト。8種類のかわいいペット
たちが､あなたのメールを配達します｡�

MotionDV STUDIO�
デジタルビデオのデータをi.LINK経由で取り込んで�
編集し､オリジナルムービーが作成できます｡�

クラシック名曲100選/�
Relax Island�

MIDIで作られたクラシック＆BGMのライブラリーが�
楽しめます。�

�

めちゃらく作曲名人�
遊び感覚で簡単にMIDI音楽を作曲できます。�

 ©1999-2000 Sony Communication Network Corporation. All rights reserved.

メディアシェフ/あるばむ�
電子アルバム作成ソフト。デジタルカメラの映像など
静止画を自在に編集することができます。�
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今すぐ始められる簡単インターネット�
ワンタッチキーでインターネットもEメールも簡単にアクセスできます｡プロバイダーに
即加入できる特典付オンラインサインアップソフトもプレインストール｡インターネット
が初めての方でも手軽に利用できます｡�

「わくわくナビ」なら情報探しも、アプリケーション起動も簡単。�
1 9のジャンルからホームページやアプリケーションがボタン１つで、簡単に呼び出せます。たとえば、おいしい�
料理が手軽に楽しめるレストランを見つけたいなら＜グルメ＞、家族で行く旅行先を探したいなら＜トラベル＞など、�
知りたい情報へ簡単にアクセスすることができます。さらに、お気に入りのホームページやアプリケーションも、�
大きくて使いやすいアイコンに登録して、すぐに起動することができます。�

わくわくナビ�

インターネット�

トをプ レインストール］�

ドリームネット……………………60日間接続料金無料　　�
ASAHIネット……………………通常入会金2000円が無料�
AOL……………………………１ヵ月以内で100時間無料アクセス　�
※ただし電話料金はお客様のご負担となります。�

Eメール�

（特典例）�

ワープロも表計算もカンタン�家族みんなにうれしいね�

Microsoft® Office 2000 �
Personal

シンプル操作で便利なソフトを統合したOffice 2000 
Personal｡ワープロ､表計算､電子メール､情報管理
など、使いやすい機能が充実しています。�

650R5PD/650R7CD/610R5SD

ジャストホームi�
ワープロ､電子メール､はがき作成､電子アルバムなど、
便利で楽しいソフトが10本用意されています。�

650R7CDJ

、  思いっきりカンタンです。�

 信頼をいただいています。�

インターネット「名称：Prius World」�
アドレス：http://prius.hitachi.co.jp/

@nifty「名称：HITACHI Forum」�
アクセスコマンド：GO FHITACHI

日立Prius  FAX情報BOX
お手持ちのFAXから�
FAX情報センターに�
お電話ください｡�

充実の情報提供サービス。� 修理の際には、お引き取り・お届けをいたします。�

03-5972-8855（東京）�
06-6306-9901（大阪）�

「故障かな？」と思ったら「FLORA安心コールセンター」にお問い合わせ下さい。商品の故障の場合、無償保証期間中ならお引き取りに伺い、�
修理完了後にお届けする「無償修理サービス」がご利用いただけます（その際、保証登録書または保証登録書のコピーを添付してください）。また、
無償保証期間終了後や無償修理期間中でもお客様の責任による修理などの場合は「有償引き取りサービス」がご利用いただけます。�

無償修理サービス�
日立FLORA Priusは､1年間無償保証です。�
本内容は2000年春モデル以降の適用となります。以前のモデルに
ついては､製品カタログ及び製品添付の保守規約をご参照ください。�
※修理に関する運送費用は無償保証期間中は、弊社負担とさせていただきます。�

●お客様で増設された機器は、すべて取り外してください。●他社
製品の保証はいたしかねます。●パソコンに記録されているデータに
ついては保証いたしかねますので、重要なデータについては必ず
バックアップをお取りください。�

有償引き取りサービス�
●本サービスは修理品の引き取りお届けサービスであり、�
有償修理時の修理代金については別途、保守担当会社よ
りご請求申し上げます。●お引き取り・お届け場所が違う場
合は、同一県内のみお引き受けいたします。●時間指定はご
容赦ください。（午前・午後の選択は可能）＊あらかじめケー
ブル類を外し、梱包できる場所までパソコンをお運びください。
●お引き取り前に、一切の増設機器は取り外してください。
●お届け時のセットアップはいたしません。●またパソコンに
記録されているデータについても保証いたしかねますので、重
要なデータについてはあらかじめバックアップしておいてください。�

修理費用�修理�
サービス�

修理サービスの内容�

保証期間中� 保証期間終了後�

無償�引き取り�
修理�

有償�

無償保証期間中は安心コールセンターにお申し付け
いただければ､弊社負担でご都合の良い日時に修理
品をお引き取りに伺い､修理完了後お届けします｡�

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows  Millennium Edition搭載。�R

ハイパーダイヤ�
出発時間、到着時間をもとに、路線案内や所要時間・運
賃が素早くわかります。時刻表をベースにしているため､出
発時間をもとに検索できます｡�

AI将棋、AI囲碁、AI麻雀�
手軽なゲームとして楽しむのも良し、実力アップのために
本気で取り組むのも良し。将棋や囲碁、麻雀が思う存分
に楽しめるゲームソフトです。�

筆ぐるめ�
年賀状、はがき、封筒などのレイアウトや宛名書きが可能。
また、2000種類以上のイラスト集や500種類以上の
文例集がついています。�

らくらく家計簿ゆとりちゃん�
とても使いやすい家計簿ソフトです。日記欄や健康管理
のための健康ページ、税の豆知識などもついて、毎日の
暮らしをサポートします。�

世界大百科事典 �
第2版�

高度な専門知識は「世界大百科事典」がしっかり�
サポート。索引語約48万語・本文約7,000万字､�
モノクロ図版約10,000点を収録｡画面のガイドに�
従った簡単操作で､目指す知識へアクセスできる高速検索。�

※書籍に掲載されている図版の内、カラー図版および一部のモノクロ図版
は収録されておりません。また百科年鑑も収録されておりません。�

▲世界大百科事典（平凡社）の知識を大活用。�

©株式会社　日立システムアンドサービス�

統合ソフト�百科事典�

乗り換え案内�

ゲーム�

はがき�

家計簿�

統合ソフト�

（Word 2000、Excel 2000、Outlook® 2000、Bookshelf® Basic）�



〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
デジタルメディアグループ�

0120-8855-96

9:30～22:00
または､03-3298-6750 （通話料金はお客さまのご負担となります。）�

ご質問はFLORA安心コールセンターへお気軽にどうぞ。�

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。�
Printed in Japan(H)
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（1/1を除く）�

Prius DECK 650R ［650R7CD/650R7CDJ］�

Prius DECK 610R ［610R5SD］�

Prius DECK 650R ［650R5PD］�

■FLORA Prius DECK 650R/610R仕様�

�

インタ�
フェース�

省エネ法に�
基づく表示�

OADG109 配列準拠ワイヤレスキーボード�
（ワンタッチキー付き）＊9単3電池2個付属＊10

 品　名 FLORA Prius DECK 610R FLORA　Prius DECK 650R
型名  610R5SD 650R5PD 650R7CD 650R7CDJ�
CPU  Intel®Pentium®IIIプロセッサ 700MHz Intel®Pentium®IIIプロセッサ 750MHz Intel®Pentium®IIIプロセッサ 700MHz�
システムバスクロック 100MHz�
チップセット  Intel社 440ZX AGPset�
メイン 標準/最大 標準：128MB（128MB×1、シンクロナスDRAM）／最大：256MB（128MB×2、シンクロナスDRAM）�
メモリー DIMMソケット 2（うち1つは使用済み）�
キャッシュメモリー 1次/2次 1次：32kB（CPUに内蔵）／2次：256kB（CPUに内蔵）�
 コントローラー ATI社 RAGE Mobility-M1（AGP2×）�
ビデオ VRAM 8MB（ビデオコントローラー内蔵 SDRAM）�
 解像度及び最大発色数 640×480ドット時：1,677万色／800×600ドット時：1,677万色／1,024×768ドット時：1,677万色／1,280×1,024ドット時：1,677万色�
 標準ディスプレイ 15型スーパーピュアカラー液晶 PriusView（15型スーパーピュアカラー液晶） 17型フラットCRT�
ディスプレイ 解像度及び 640×480ドット時：1,677万色／800×600ドット時：1,677万色／1,024×768ドット時：1,677万色�
 最大発色数 ［650R7CD、650R7CDJは1,280×1,024ドット時：1,677万色（リフレッシュレート：最大60Hz）］�
内蔵 FDD  3.5型FDD（1.44MB／1.2MB／720kB）�
内蔵 HDD＊1   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30.0 GB（Ultra ATA対応）�

内蔵DVD-ROMドライブ
 DVD-ROM：最大12倍速［610R5SDは6倍速］、CD-ROM：最大40倍速［610R5SDは24倍速］�

  （Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応、E-IDE、［650R5PD、650R7CD、650R7CDJは4.7GB DVD-RAMリード対応＊2］） 
 TV機能  PCI TVチューナー／アナログビデオキャプチャーボード（EPG、データ放送対応）�
サウンド機能  ステレオ16ビット、Sound Blaster Pro互換、光デジタルオーディオ出力対応＊3（ドルビーデジタル対応＊4）、ドルビーヘッドホン�

スピーカー
   ボックス型高音質ステレオスピーカー内蔵（1W×2） ステレオスピーカー 

YAMAHA YST-M8 5W×2�
  （ハードウェアボリューム付き） （ディスプレイ内蔵、2W×2）�
データ通信／FAX機能 DATA最大56,000bps＊5、FAX14,400bps（K56flex 対応、V.90規格準拠）�
 

赤外線
 ワイヤレスキーボード、ワイヤレス 

－
�

  マウス、リモコン対応�
 USB＊6  2ポート（コネクタ4ピン）�
 映像IN/OUT TVアンテナ入力端子×1、S映像入力端子×1、コンポジット映像入力端子×1、S/コンポジット映像出力端子×1�

 サウンド                         ラインアウト、ラインイン、マイク、光デジタルオーディオアウト（ヘッドホンアウト兼用、丸形） 
�
 i.LINK（IEEE1394） S400（4ピン）×1�
�
 

その他
�

拡張スロット
  PCI×1 （TVチューナーに使用済み）、モデム専用PCI×1 PCI×2＊7 （TVチューナーに1使用済み）、モデム専用PCI×1�

  （FAXモデムに使用済み）、PCカード（TypeⅡ）×1 （FAXモデムに使用済み）、PCカード（TypeⅡ）×1＊8�

キーボード   OADG109 配列準拠キーボード（ワンタッチキー付き）�
  �

マウス
  ワイヤレスマルチスクロールマウス 

PS/2マウス（ホイールマウス）
�

  （スクロールボタン付き）＊11単4電池2個付属＊10�

リモコン
  

赤外線リモコン＊12単3電池2個付属＊10
 PriusView専用リモコン＊13 

-
�

   単3電池2個付属＊10�

外形寸法
 本体 

376（W）× 190（D） × 387（H）mm
 95（W）×380（D）×300（H）mm（縦置き時：スタンド、ゴム足除く）�

 ディスプレイ  456（W）×177（D） ×347（H）mm  408（W）×425.1（D） ×427（H）mm�

質量
 本体 

約9.5kg
 約7.1kg�

 ディスプレイ 約4.3kg 約16.4kg�

消費電力
 本体 約59W 約45W（最大：約74W、サスペンド時：約25W）�

 ディスプレイ （最大約86W、サスペンド時：約22W） 最大65W（サスペンド時：約6W） 最大100W（サスペンド時：約15W）�
 区分 R�
 エネルギー消費効率＊14 0.013 0.014 　　　　　　　　　　　　　　0.015 �
電源  100V 50/60Hz（メインスイッチ付き）平行2Pコンセント�
 OS Microsoft® Windows® Millennium Edition�
 ワープロ他 Microsoft® Office2000 Personal ジャストホーム  i�

Microsoft®Internet Explorer 5.5､たちまち翻訳 英日翻訳支援システム､PostPet for Windows､オンラインサインアップソフト
(DreamNet/AOL/ASAHI/So-net/ODN/DION)､Cheyenne Bitware､@niftyでインターネット､AI将棋、AI囲碁、AI麻雀、
SoftSynthesizer S-YXG100plus､MidRadio Player､クラシック名曲100選/Relax

 
Island､めちゃらく作曲名人、メディアシェフ/あるばむ､

Pure DIVA､ビットキャストブラウザ、ADAMSステーション、Hitachi TV Utility､Motion DV STUDIO､BeatJam X-TREME、�
わくわくナビ､ハイパーダイヤ､らくらく家計簿ゆとりちゃん、筆ぐるめ、キーボードファイターⅡ､世界大百科事典第2版、Acrobat Reader�
KaraOK!､ジャカジャン､DreamNet関連ソフト（Odigo,i-Maker,Homestead）、XGStudio、Digital Movie Studio､
MPEG静止画アニメーション､連続写真､AVI-MPEG変換､自動作曲､VirusScan�

  TVアンテナケーブル、コンポジット映像ケーブル、 
TVアンテナケーブル、コンポジット映像ケーブル、モデムケーブル、ACケーブル、�

付属品  モデムケーブル、ACケーブル、一括インストールCD、 
パソコンスタンド、一括インストールCD、各種マニュアル�

  各種マニュアル、マウス用受信ユニット�
価格  オープン価格（オ－プン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。）�

ラインアウト、ラインイン、マイク、ヘッドホンアウト、�
光デジタルオーディオアウト（角形）�

�

シリアル:RS-232C準拠(D-Sub9ピン×1)16550A互換､パラレル:セントロニクス準拠(D-Sub25ピン×1)ECP/EPP対応､キーボード:PS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×�
1)､マウス:PS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×1)､ディスプレイ:アナログRGB(ミニD-Sub15ピン×１)､FAXモデム:ライン×1･PHONE×1(モジュラーコネクタ4ピン)

その他�
プレインストール�

バンドル�

ソフト�
ウェア�

安全に関するご注意� 正しく安全にお使いいただくため､ご使用の前に必ず�
｢ユーザーズガイド｣をよくお読みのうえ､おまもりください。�

■FLORA Prius DECK 650R/610R用オプション機器�※下記価格の他に、別途消費税が必要となります。�

＊1：容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。＊2：8cmDVD-RAMディスクは本体を横置きにした状態でご使用ください。Type2のDVD-RAMディスク�
（UDF1.02/1.5フォーマット）のみご使用できます。DVDビデオカメラ／レコーダー等で記録したDVD-RAMディスクは再生できません。＊3：サンプリング周波数は48kHzです。この周波数に対応
した機器が接続可能です。＊4：ドルビーデジタルサウンドを楽しむためには、市販のドルビーデジタル対応AVシステムが必要です。＊5：56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送
信時は33,600bpsになります。＊6：USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。＊7：107mm×170mm×10mm以内。＊8：カードバスには対応していません。＊9：可動範囲/�
本体受光部からLow-Power時：約1m、High-Power時：約3m、角度（上）40度、（下）5度、（左右）30度。平均電池寿命約1年。＊10：付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証はいたし
ません。＊11：可動範囲/本体受光部からLow-Power時：約0.5m、High-Power時：約1.5m、角度（上）45度、（下）15度、（左右）45度。平均電池寿命約5ヶ月。＊12：可動範囲/�
本体受光部からLow-Power時：約5m、High-Power時：約3m、角度（左右）25度、（上下）35度。平均電池寿命約2年。＊13：可動範囲/本体受光部から距離：正面約5m、角度±30度：約3m。
平均電池寿命約2年。＊14：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。�

●Microsoft､Windowsは､米国 Microsoft Corp．の米国およびその他の国における商標または登録商標です｡●Intel､PentiumおよびIntel Insideのロゴは､ Intel Corp．の商標または登録商
標です｡●｢Justsystem Home｣にかかる著作権その他の権利は､（株）ジャストシステムおよび権利者に帰属します｡●キーボードファイターは（株）ジャストシステムの登録商標です。�
●BeatJamは､（株）ジャストシステムの商標です｡● i．LINKはソニー株式会社の商標です｡● Dolby､ドルビー､ProLogic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です｡●Sound Blasterは､
Creative Technology Ltd．の商標です｡●ADAMSは､テレビ朝日データ（株）の登録商標です｡●ハイパーダイヤは（株）日立情報システムズの登録商標です｡●MotionDV STUDIOは､松下電器
産業（株）の商標です｡●Pure DIVAはMGI Software Corp．の商標です｡● bitcastの名称は（株）インフォシティの登録商標です｡●SoftSynthesizer SーYXG100plus､XGStudio､Relax Island､
クラシック名曲100選､めちゃらく作曲名人､ジャカジャン､MidRadioプレーヤーはヤマハ（株）の商標です｡●＠niftyでインターネットは､ニフティ（株）の商標です｡●DIONは第二電電（株）の登録商
標です。●ODNは日本テレコム（株）の商標になります。●AI将棋、AI囲碁、AI麻雀は、（株）アイフォーの登録商標です。●PostPetは､ソニーコミュニケーションネットワーク（株）の登録商標です｡�
●KaraOK！は､（株）フェイスの商標です｡●BitWareは､米国ComputerAssociates International，Inc．の登録商標です｡●K56flexは､Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの商標です｡
●その他､記載の会社名､製品名は､各社の商標または登録商標です｡●世界大百科事典第2版は、世界大百科事典 第２版 CD-ROM2枚組（検索ディスク、インストールディスク）。�
●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として､本製品が国際エネルギースタープログラムの製品に関する基準を満たしていると判断します｡（610Rのみ）●画面はハメコミ合成
ですので､実際の画面と異なることがあります｡●記載されている内容・仕様・価格は､平成12年9月現在のもので､予告なしに変更する場合があります｡また､製品写真は出荷時のものと異なる
場合があります｡●本製品は日本国内仕様であり､当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません｡●本製品にプレインストールしているオペレーティングシステム以外の
オペレーティングシステムは当社のサポートの対象外となります｡●カラー液晶ディスプレイは､画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません｡予めご了承く
ださい｡●本製品には有寿命部品が使用されています。長期間連続して使用する場合は、保守による部品交換（HDDなど）が必要になります。●本製品の保守部品の保有期間は､製造終了
後原則6年です｡●本装置は、通商産業省通知の家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。●本製品を輸出する場合には､外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出
管理関連法規などの規制をご確認の上､必要な手続きをお取りください｡なお､ご不明な場合は､当社までお問い合わせください。�

 品　名 適合機種 型　名 希望小売価格（税別） 備　考�

メモリーボード64MB（DIMM） 610R/650R PC-MK4064A 17,000円 SDRAM 64MB×1（100MHz対応）�
メモリーボード128MB（DIMM） 610R/650R PC-MK4128A 35,000円 SDRAM 128MB×1（100MHz対応）�
IR受信ユニット  610R PC-BR4900 3,500円 マウス専用IR受信ユニットは、本体（610R5SD）に標準添付されています。�
スタンド（壁掛金具付き） 650R5PD PCT-AU6000 9,800円 ディスプレイ用。�
赤外線伝送システム 650R5PD PCT-BR6000 17,000円 ディスプレイ用。コンポジット映像信号およびステレオ音声信号対応。�

■FLORA Prius DECK 650R/610R仕様�

登録番号：EC97J1108
登録日：平成9年10月28日�

日立製作所･インターネットプラット  
フォーム事業部は､環境マネジメント
システムに関する国際規格ISO（国際
標準化機構）14001の審査を受け､登録
された事業部です｡当事業部では､製
品の開発および製造段階における環
境問題に積極的に取り組んでいます｡�


