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2003 年 10 月 15 日 

 
 
20V型ワイド液晶テレビを採用し、ダブルチューナーを搭載した｢Prius Deck 770Gシリーズ｣に 

「Microsoft® Windows®  XP Media Center Edition 2004 」と 

DVDスーパーマルチドライブを搭載したハイエンドモデル「770G20TVP2」を発売 
 

 
 

Prius Deck 770G 
(770G20TVP2)  

 

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長＆CEO：百瀬 次生)は、このたび、 コ

ンシューマ向け液晶デスクトップ PC「Prius Deck 770G シリーズ」として、テレビや音楽、静止画、

ビデオ、DVD といったデジタルエンターテイメントをより身近に、より使いやすくする AV 機能を備

えた新しいオペレーティングシステム「Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004」を搭

載し、「20V 型ワイド液晶テレビ Wooo」を採用した「770G20TVP2」(限定生産モデル)を 10 月 30 日か

ら発売します。 

 

 今回発売する「770G20TVP2」は、パソコンディスプレイとして「20V 型ワイド液晶テレビ Wooo」

を採用しており、リビングルームなどディスプレイから離れた場所からでも、より大きな画面で迫力

ある映像を楽しめます。上下左右 170 度の広視野角と約 450cd/㎡の高輝度なディスプレイにより、

ハイコントラストで迫力のある映像を提供するとともに、液晶テレビと PC 本体のダブルチューナー

搭載で裏番組録画も可能なハイエンドモデルです。 

また、ホーム PC の新しい楽しみ方を提唱する「Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004」

を搭載したことにより、さまざまな AV 機能をリモコンで直接操作することが可能になりました。リ

モコンの「Media Center」ボタンを押すだけでテレビ、静止画、音楽、ビデオ、DVD などのデジタル

エンターテイメント機能が集約された専用の操作画面「メディアセンター」が起動し、録画予約やタ

イムシフト視聴、DVD 鑑賞などの操作や、アプリケーションの切り替えがスムーズに実行できます。

さらに、プレインストールソフト「PrimeTime」との連携による DVD 作成もリモコン操作で可能です。 

また、最先端の 3D グラフィック性能を発揮する「NVIDIA® GeForceTM FX Go 5200」も搭載しており、

滑らかでリアルな描画性能で、3D ゲームなどの映像再現にも威力を発揮します。 

本モデルは、全ての DVD メディアを利用できる「DVD スーパーマルチドライブ」と「スロットイン

DVD-ROM ドライブ」を搭載しているため、手軽にオリジナル映像を DVD に残せます。また大容量 250GB 

HDD を搭載しており、最大約 165 時間のテレビ録画が可能です。 

 

■今回発表の新製品＜Prius Deck 770G＞ 
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■新製品の主な特徴 

１．美しい映像を映し出す、「20V 型ワイド液晶テレビ Wooo」とのコラボレーションモデル 

・「20V 型ワイド液晶テレビ Wooo」は、1/60 秒ごとにテレビ映像信号の変わり目に、黒のデータを

書き込む当社独自の「黒挿入駆動技術」により、残像感を大幅に低減します。さらに中間階調の

応答速度を新開発の LSI により改善しています。 

・高画質映像回路「DIPP（デジタル・イメージ・ピクセル・プロセッサー）」を搭載、様々な液晶

パネルに対応したデジタル映像信号処理でよりきめ細かい映像が楽しめます。また、D4 端子を

装備しており、デジタル放送の映像にも対応し、WXGA（1280×768 ドット）の解像度でデジタル

ハイビジョンの高画質映像を表示可能です。*1 
*1:BS・CS および、地上デジタル放送をご覧になるには、別売のデジタルハイビジョンチューナーが必要です。 

・1677 万色を表示し、上下左右 170°の広視野角・高輝度(約 450cd/㎡)と、ハイコントラストで

迫力ある鮮やかな映像で TV や DVD などを楽しめます。 

 

２．より鮮明な映像で TV 映像を楽しめる 

・液晶テレビと PC 本体とのダブルチューナー搭載により、テレビ番組を楽しみながら裏番組を録

画することもできるなど、よりテレビ番組の楽しみ方が広がります。 

・ハードウェア MPEG2 高画質 TV チューナー搭載により、安定した高画質での視聴／録画が可能で

す。また輝度信号と色信号を高精度に処理し、色にじみやカラーノイズを抑える「3 次元 Y/C 分

離回路」と、画像の二重、三重映りや色の劣化をもたらすゴースト障害を大幅に低減する「ゴー

ストリデューサー」を搭載しています。画面のぼやけやちらつきを減らし、クッキリとした鮮明

な映像を表示できます。  

 

３．「Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004」の特徴 

・Windows® XP Professional の機能に、テレビ、静止画、音楽、ビデオ、DVD などといったデジタ

ルエンターテインメント機能が追加された最新のオペレーティングシステムです。 

・リモコンのスタートボタンを押すだけでテレビ、静止画、音楽、ビデオ、DVD などのデジタルエ

ンターテイメント機能が集約された専用画面「メディアセンター」が起動し、テレビから音楽、

静止画からビデオなど、アプリケーションの切り替えがスムーズに実行できます。 

 

４．最先端の 3D グラフィック性能を提供する「NVIDIA® GeForceTM FX Go 5200」搭載 

 ・卓越した描画性能を誇る、NVIDIA® GeForceTM FX Go 5200（VRAM 64MB）を搭載しました。より

滑らかでリアルな描画性能で、3D ゲームなどの細密な映像を再現します。また、電力使用効率

を有効的にコントロールし、省電力性も高めています。 

 

５．DVD を存分に楽しむ、「DVD スーパーマルチドライブ」搭載 

 ・DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW とあらゆる DVD メディアに対応する、先進の「DVD ス

ーパーマルチドライブ」を搭載しました。全ての DVD メディアが利用でき、DVD レコーダーとの

互換性もさらに向上しました。*２ 
  *２:作成したメディアは、全ての DVD プレイヤー、DVD-ROM ドライブ等での再生・動作を保証するものではありません。 

 

６．豊富なインタフェースを装備 

 ・デジタルカメラなどの記録メディアを直接読み込み／書き込みできる「SD ダイレクトスロット」

／「メモリースティックスロット」*３を装備しました。大量の画像データも手軽に取り込めます。 

・高速データ転送を実現する USB2.0 を搭載、周辺機器との高速なデータ通信が可能です。 
  *３：MagicGate 機能には対応しておりません。またメモリースティック PRO には対応予定です。 

    詳しい情報は、「Prius サポートページ」(http://prius.hitachi.co.jp/go/support/index.htm)をご覧ください。 

 

７．その他 
・2003 年 10 月 1 日から改正施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進

法)」に全モデルが対応しています。これにより、ユーザーがパソコンを排出する際に回収・再資

源化の料金を新たに負担することはなく、当社にて回収・再資源化します。*４ 
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*４：家庭および個人から排出されるパソコンが対象となります。回収にあたっては日本郵政公社の「エコゆうパック」を利用

します。 

 

     
 
 
 
 
 
 
・自然な文章でオンラインヘルプの検索ができるソフトウェア「CyberSupport」をプレインストー

ルしています。オペレーティングシステムには、「Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 

2004」、統合ソフトには「Microsoft® Office Personal Edition 2003」を搭載しています。 

 

 

■添付資料 

1. 新製品の特徴 2. サポート体制 3. 製品の仕様 4．ソフトウェア一覧 

■他社商標注記 

・Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook 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。 

・インテル、Pentium、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国に

おける Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 

・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。 

■商品情報 

･インターネット： ｢Prius World｣  URL  http://prius.hitachi.co.jp/ 

■お客様問合せ先 

・安心コールセンタ  TEL:0120-8855-96（フリーコール）もしくは 03-3298-6750 

利用時間： 平日 10:00～20:00 ／ 土・日・祝・祭日 10:00～17:30  

(年末年始(12/31～1/3)は休みます) 

■取扱事業部・照会先 

株式会社日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ 

インターネットプラットフォーム事業部 販売推進本部 企画部［担当:石島］ 

〒105-8430 東京都港区西新橋二丁目 15 番 12 号 日立愛宕別館 

TEL:03-3506-1655 (ダイヤルイン) 

 

 

 

                          以上 
 

             ●PC リサイクルマークについて 

              このマークが表示されている弊社製品は、ご家庭からの排出時に 

              新たな料金の負担なく、回収・再資源化します。詳細は、弊社 

              ホームページ（http://www.hitachi.co.jp/pc-recycle）をご覧ください。

              回収のお申し込みは、ホームページからお願いいたします。 

              お電話では、問い合わせ等へのご案内をさせていただきます。 

 

■日立リサイクルホットライン（＊電話での対応は国内に限らせていただきます。） 

ホームページ：http://www.hitachi.co.jp/pc-recycle/ 

TEL：0120-12-5006 （フリーダイヤル、携帯電話・PHSからも可） 

受付時間：9:30～17:00（土・日・祝日、および弊社休業日を除く） 
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１．新製品の特徴 

（１）TV 番組を「キレイに」楽しむ、録画する 

・3 次元 Y/C 分離回路やゴーストリデューサーを搭載したハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダ搭

載のテレビチューナーを搭載しており、TV 視聴時の快適な操作性と美しい画質での録画を実現しました。 

 

・オンエア中の TV 映像を見ている途中で一時停止し、止めたところから見る「一時停止」機能、もう一

度見たいシーンへ戻る「巻き戻し再生」機能、録画中の番組を頭から再生し、途中で早送りして実際の

放送時間に追いつく「時間差再生」機能などのタイムシフト機能を楽しめます。 

 

・番組検索（ジャンル別／出演者別）や録画予約が、番組ガイドで簡単に行えます。予約設定は、番組を

選択し、予約操作をするだけの簡単さを実現しています。録画可能時間は長時間モードで最大約 165 時

間です。 

 

（２）Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004 の特徴 

・Windows® XP Professional の機能に、AV 機能(テレビ、静止画、音楽、ビデオ、DVD など)が追加

された最新のオペレーティングシステムです。 

 

・専用操作画面「メディアセンター」が起動し、テレビや音楽といったコンテンツの再生・録画・切

替など、AV 機能の操作をリモコン１つで行えます。 
 

 

（３）臨場感あふれるサウンドを楽しむ 

・DVD を立体感あるサウンドで楽しめる「ドルビーバーチャルスピーカー機能」を搭載しました。また、

ヘッドフォンで迫力ある高音質が楽しめる「ドルビーヘッドホン機能」も搭載しています。 

 

２．サポート体制 

（１）無償引き取りサービス付き 1年間無償保証と「安心コールセンタ」の充実したサポート 

・ご購入／技術的なご相談：「安心コールセンタ」 

TEL：0120-8855-96(フリーコール)もしくは 03-3298-6750(通話料はお客様の負担になります。) 

利用時間： 平日 10:00～20:00 ／ 土・日・祝・祭 10:00～17:30 

 (年末年始(12/31～1/3)は休みます) 

・修理依頼：「Prius 集中修理センタ」 

  TEL：0120-88-1286  利用時間：10:00～18:00 （祝日・年末年始は休みます） 

 

・｢Prius G シリーズ」は、１年間無償保証です。「Prius 集中修理センタ」に連絡をいただいた後に引き

取りに伺い、修理完了後に返送します。 

 

・本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。 

 

（２）情報提供サービス 

・インターネットを使って「Prius シリーズ」の商品情報、動作確認した周辺機器情報、Q&A 等、各種の

最新情報を提供します。 

  ・[商品情報サイト]  名称「Prius World」 

アドレス http://prius.hitachi.co.jp/ 

  ・[サポート情報サイト] アドレス http://prius.hitachi.co.jp/go/support/ 

 

添付資料 
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３．製品の仕様 

■Prius Deck 770G 仕様 

品名 Prius Deck 770G 

型名 770G20TVP2 

CPU HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3 GHz *1  

OS Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004 

システムバスクロック 800MHz 

チップセット Intel® 865PE チップセット 

メインメモリー 標準（最大）*12 
標準 512MB（256MB×2、デュアルチャネル DDR SDRAM-DIMM、PC2700 対応）、 

最大 1024MB（512MB×2、デュアルチャネル DDR SDRAM-DIMM、PC2700 対応）*2 

 DIMM ソケット 2（標準では 2 つ使用済み） 

キャッシュ 

メモリー 
1 次/2 次 12K マイクロ実行トレース＋8K(データ)(CPU 内蔵)／512KB(CPU 内蔵) 

ビデオ コントローラ NVIDIA® GeForceTM FX Go5200  

 VRAM 64MB（ビデオコントローラチップ内蔵） 

 
解像度及び 

最大発色数 

800×600 ドット時：1677 万色、1024×768 ドット時：1677 万色、 

1280×768 ドット時：1677 万色 

標準ディスプレイ 20V 型ワイド液晶テレビ 

内蔵 HDD *3 約 250GB(Ultra ATA 100 対応) 

内蔵 DVD スーパーマルチドライブ 

DVD-RAM（4.7GB/面）読込最大 3 倍速/書込最大 3 倍速、DVD-R 読込最大 8 倍速 書

込最大 4 倍速、DVD-RW 読込最大 8 倍速 書込 2 倍速、DVD+R 読込最大 8 倍速 書込

最大 4 倍速、DVD+RW 読込最大 8 倍速 書込 2.4 倍速、DVD-ROM 読込最大 12 倍速、

CD-R 読込最大 32 倍速 書込最大 24 倍速、CD-RW 読込最大 24 倍速 書込最大 16 倍

速、CD-ROM 読込最大 32 倍速、バッファーアンダーランエラー防止機能、E-IDE 

内蔵 DVD-ROM ドライブ 
DVD-ROM 読込最大 6 倍速、DVD-R 読込最大 4 倍速、CD-ROM 読込最大 24 倍速、CD-R 

読込最大 24 倍速、CD-RW 読込最大 12 倍速 

テレビ テレビチューナー 
ハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダー付き TV Tuner（VHF 1ch-12ch、UHF 

13ch-62ch、CATV C13ch-C63ch） 

機能 高画質機能 3 次元 Y/C 分離、ゴーストリデューサー 

 テレビ録画機能 最高品質、高品質、標準、長時間 

 最大 最高品質ﾓｰﾄﾞ 約 70 時間 

 録画 高品質ﾓｰﾄﾞ 約 90 時間 

 時間 標準ﾓｰﾄﾞ 約 115 時間 

  長時間ﾓｰﾄﾞ 約 165 時間 

サウンド機能 
AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応 *4、ドルビーヘッドホン、ドルビーバ

ーチャルスピーカー 

スピーカー ステレオスピーカー（ディスプレイ内蔵、3W+3W、0.5W+0.5W） 

LAN 機能 100BASE-TX/10BASE-T 

データ通信/FAX 機能 DATA 最大 56,000bps *5 / FAX14,400bps（V.90 規格準拠） 

インタ 赤外線 リモコン用（USB 外付け） 

フェース USB *6 
USB2.0×6（前面：2 、背面：4）（キーボードで 1 使用済み、リモコン用受信ユニ

ットで 1 使用済み） 

 映像入出力 
S 映像入力端子（ビデオイン）×1、コンポジット映像入力 ×1、TV アンテナ入力

端子×1、S 映像出力端子（ビデオアウト）×1 

 サウンド 

ビデオ音声入力端子×1（ステレオピンジャック 背面）、ラインイン×1（ステレオ

ミニジャック 背面）、ラインアウト×1（ステレオミニジャック 背面）、スピーカ

ーアウト×1（ステレオミニジャック 背面）、光デジタルオーディオアウト×1（丸

型、ヘッドフォンアウトと兼用 前面）、マイクイン×1（モノラルミニジャック 前

面） 

 i.LINK（IEEE1394）*7 前面：S400（4 ピン）×2 

 メモリーカード SD ダイレクトスロット×1、メモリースティックスロット×1 *8 

 その他 
ディスプレイ：アナログ RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、 

液晶ディスプレイ(DVI-D コネクタ)×1、LAN(RJ45 コネクタ)×1、 

拡張スロッ

ト 
PCI スロット 

2（TV チューナーに 1 つ使用済み）（中段･･･奥行き：190mm 以内、下段･･･奥行き：

138mm 以内） 

 PC カードスロット TypeⅡ×2（TypeⅢ×1） PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応 

キーボード 
USB 接続 OADG109 配列準拠キーボード（ワンタッチキー付き、マウス用 USB HUB

付き） 

マウス USB 接続 スクロール機能付き光学式マウス（ホイールマウス） 

リモコン Prius Deck 専用リモコン *9、単 3 電池 2 個付属 *10 

外形寸法 105（W）×364（D）×372（H）mm（縦置き時、スタンド・突起除く。） 

質量 約 9.4kg 

消費電力 約 72W（最大：224W、サスペンド時：約 3.8W） 

省エネ法に 区分 Q 
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基づく表示 エネルギー消費効率 *11 0.00048 

電源 100V 50/60Hz 平行 2P コンセント 

ソフトウェ

ア 
ワープロ他 Microsoft® Office Personal Edition 2003 

付属品 

モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、横置き用ゴム足、再セットアッ

プディスク、リモコン、リモコン用受信ユニット、受信ユニット用 USB ケーブル、

受信ユニット用 IR 送信機、各種マニュアル 

 
 
ディスプレイ 20V 型ワイド液晶テレビモニター 

型式 W20-LC3000R 

画素ピッチ 0.339×0.339 mm 

最大表示色 約 1677 万色 

最大解像度 1,280×768 ドット 

コントラスト比 400 : 1 

輝度 約 450 cd/㎡ 

視野角 水平 170 度 

 垂直 170 度 

インタフェース 

アナログインタフェース（ミニ D-sub15 ピン I）/PC 音声入力端子/ビデオ入力 3 系

統、S2 ビデオ入力 2 系統、コンポーネント入力 1 系統（D4 映像）、 

ヘッドホン出力 

スピーカー 3W×2、0.5W×2 

外形寸法 624（W）×398（H）×214.3（D）mm 

質量 約 8.0 kg 

消費電力 約 89W（最大：98W、サスペンド時：約 3.5W） 

省電力機能 国際エネルギースタープログラム適合 

プラグ&プレイ機能 DDC2B 

付属品 
取扱説明書、AC アダプタ、電源コード、ディスプレイケーブル、オーディオケー

ブル、アンテナ接続ケーブル、リモコン、電池*10 

価格 オープン価格（オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。） 

*1：HT テクノロジは従来のソフトウェアやドライバが動作しない場合があります。各ソフトウェアメーカー、周辺機器メーカーに

お問い合わせ下さい。*2：デュアルチャネル DDR を利用する際は、PC2700 対応の同容量・同仕様の２枚組セット品をご利用下さい。

また動作確認につきましては発売元にご確認下さい。最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要が

あります。*3：容量は物理フォーマット時の値です。1GB は 1,000,000,000 バイトとして計算しています。*4：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。*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：i.LINK 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。*8：MagicGate 機能には対応していません。メモリースティック PRO には対応予定です。*9：可動範囲

/ディスプレイ受光部から距離：正面 約 5m、角度±15 度（上下、左右）約 3m。平均電池寿命約 2 年。*10：付属の電池は動作確認

用であり、動作時間の保証は致しません。*11：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。*12：最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要

があります。 
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４．ソフトウェア一覧 
 (◎：インストール済み、●：バンドル) 

分野 ソフトウェア名 770G207TVP2 

OS 【Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004 ◎ 

統合ソフト 【Microsoft® Office Personal Edition 2003】オフィスソフト ◎ 

 【Microsoft® Office Outlook® 2003】メールソフト ◎ 

 【Microsoft® Office Home Style+】オフィス便利ツール ◎ 

AV 【Prime Time】リモコン対応型 DVD 作成 ◎ 

 【MyDVD】DVD ビデオ作成、簡易 DV 編集 ◎ 

 【DVD-MovieAlbumSE】DVD-RAM 編集 ◎ 

 【WinDVD4 for HITACHI】DVD 再生 ◎ 

 【Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI(DVD+CD 書き込み版)】データ CD/DVD 作成、音楽 CD 作成、

ディスクバックアップ 
◎ 

 【BeatJam for HITACHI】音楽再生(音楽配信・NetMD 対応) ◎ 

 【デジカメ Ninja2003 for HITACHI】デジタルカメラ画像編集 ◎ 

 【Prius サウンド REC】アナログ音声取り込み ◎ 

インターネット 【Microsoft® Internet Explorer6.0 SP1】インターネットブラウザー ◎ 

 【ホームページ Ninja2003 for HITACHI】ホームページ・Web ページ作成 ◎ 

 【Konica オンラインラボ工房】オンラインプリント注文 ◎ 

 【Norton Internet Security 2003】ウィルス駆除＆セキュリティ対策 ● 

 【DION】【@nifty】【AOL】【BIGLOBE】【isao.net】【OCN】【ODN】【So-net】 

オンラインサインアップソフト 
◎ 

実用ソフト 【わくわくナビ】ソフトウェア、インターネットリンクの簡単起動 ◎ 

 【筆ぐるめ Ver.11 for HITACHI】はがき作成 ◎ 

 【かんたんラベル王 for HITACHI】ラベル作成 ◎ 

 【らくらく家計簿ゆとりちゃん 5】家計簿 ◎ 

 【安心楽々引越しパック *1】データ移行ツール ◎ 

 【ノークリックバックアップ Auto-Grabber *1】データバックアップツール ◎ 

 【Acrobat Reader】PDF ファイル閲覧 ◎ 

 【ネットワーク切り替えユーティリティ】ネットワーク切り替えツール - 

 【プリンタードライバー  EPSON､Canon､Lexmark *2】プリンタードライバー ◎ 

ゲーム 【AI 囲碁 for HITACHI】囲碁ソフト ◎ 

 【AI 将棋 for HITACHI】将棋ソフト ◎ 

 【AI 麻雀 for HITACHI】麻雀ソフト ◎ 

 【Prius 四字熟語、Prius 一文字、Prius 筆算】Prius ゲーム ◎ 

P r i u s 用 ツ ー ル 【CyberSupport for HITACHI】プレインストールされているソフトの説明などを自然な言葉で

検索 
◎ 

 【Prius で楽しもう!】ソフトウェアの使い方ガイド ◎ 

 【メール着信設定】メール受信お知らせ ◎ 

 【Prius デカ文字ツール】解像度切り替え ◎ 

 【自動ログオン設定プログラム】自動ログオン設定プログラム ● 

※：200G5LMP では DVD メディアへの書き込みはできません。 
*1：安心楽々引越パック、ノークリックバックアップ Auto-Grabber は Drag’nDrop CD+DVD for HITACHI の一機能です。 
*2：プリンタードライバー対象機種 
EPSON :CL-760/PM-740DU/PM-860PT 
Canon :PIXUS 455i/PIXUS 320i/PIXUS 50i/PIXUS 990i/PIXUS 860i/PIXUS 560i  
Lexmark :PriusJet technology by Lexmark i3(PCF-LEXMARK-3)) 
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【他社商標注記】 

● Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標

です。 

● インテル、Pentium、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel 

Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 

● 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。 

● “メモリースティック”はソニー株式会社の商標です。 

● Media Stage Light Edition, DVD-MovieAlbumSE は、松下電器産業株式会社の商標です。 

● WinDVD4、WinDVD Creator は InterVideo,Inc の商標です。 

● Drag'n Drop CD は、株式会社デジオンおよびイージーシステムズジャパン株式会社の登録商標です。 

● Auto-Grabber、安心楽々はイージーシステムズジャパン株式会社の商標または登録商標です。 

● 「ﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ」、「OpenMG」、「ATRAC3」、「Net MD」はソニー株式会社の商標または登録商標です。 

● 安心楽々はイージーシステムジャパン株式会社の登録商標です。 

● Ninja、ホームページ Ninja、AI 囲碁、AI 将棋、AI 麻雀は、株式会社アイフォーの登録商標です。 

● Symantec、Symantec ロゴ、Norton AntiVirus、Live Update は Symantec Corporation の登録商標です。 

● BeatJam、CyberSupport、ConceptBase は株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。 

● @nifty は、ニフティ株式会社の商標です。 

● 「AOL」は America Online, Inc.の商標になります。 

● 「BIGLOBE」は、日本電気株式会社の登録商標です。 

● OCN は NTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。 

● DION は KDDI 株式会社の登録商標です。 

● 「ODN」は日本テレコム株式会社の商標になります。 

● i.LINK、So-net、ソネット、および So-net のロゴはソニー株式会社の商標 または登録商標です。 

● 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。 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。 
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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