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１．新商品の特徴  

(1) スーパーピュアカラー液晶*1とラスタービュー液晶*2で鑑賞画質へ 
「Prius Deck Dシリーズ」の液晶ディスプレイには、17型*3でディザリング処理なしで 1,677万色

を表示し、視野角は上下左右 170度、コントラスト比 400:1、を実現した「スーパーピュアカラー液晶」
と、15型*4で同じく 1,677万色表示、上下左右 170度の視野角、コントラスト比 300:1の「スーパー
ピュアカラー液晶」を採用。ディスプレイの表面にはラスターパネルを装着*5し、画質をよりツヤ感の
あるものに引き立てるとともに、液晶の保護にも役立ちます。 
また、「Prius Note 200D」には、15型と 14.1型液晶モデルをラインアップし、液晶表面の特殊加工
によりツヤのある表示を実現する「ラスタービュー液晶」を採用しています。従来のノート PCにはな
い高画質を実現しています。 
*1:Prius Deck 770D、Prius Deck 570D 
*2:Prius Note 200D 
*3:770D7SVP/770D7SVA/570D7SWA 
*4:770D5SVP/770D5SVA/570D5SWP/570D5SWD 
*5:ラスターパネルは付属の六角レンチにて着脱可能です。 

  
(2) TV を「きれいに」楽しむ、録画する(Prius Deck 770D) 

        「Prius Deck 770D」には、ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ搭載の最新テレビチューナ
ーを内蔵、テレビをハードウェア処理で録画します。より快適な操作性、より美しい画質を実現しまし
た。また従来のHDDのみの録画から、DVD-RAMメディアへの録画(予約録画時のみ)をサポートしま
した。TV・DVD視聴ソフト「Prius Navistation」を使えば、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「リバース再生」
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、従来の TVとビデオデッキでは実現できなかったタイムシフト機能を楽しめます。また、電子番
組表(EPG)で、最大 8日間の番組検索（ジャンル別／出演者別）や録画予約が簡単にできます。予約設
定は、番組を選び予約ボタンをクリックするだけの簡単さを実現しています。携帯電話からの録画予約
操作も可能です*6。録画可能時間は、120GBのHDDに標準画質で最大約 50時間(80GBの HDDでは
最大約 33時間)です。 
*6:「Prius Deck 770D」がインターネット接続している場合のみ。reserMail を使って予約します。 
i モード、J-SKY に対応。 

 
(3) テレビもビデオも DVD に。DVD マルチドライブ搭載モデルも新登場(Prius Deck 770D) 

「Prius Deck  770D」のDVD マルチドライブ搭載モデル * 7、DVD-RAM/Rドライブ搭載
モデル * 8では「Prius Navistation」で録画したテレビやアナログビデオの映像を、そのま
まDVD-RAMに保存したり、動画編集ソフトウェア「MegaVi  DV2」で編集することができ
ます。編集した画像を、「neoDVD Standard」を使ってDVD-RやDVD-RWに書き込めば、
オリジナルのDVDビデオとして、市販のDVDビデオプレーヤーで再生することができます *

9。また、「DVD-MovieAlbumSE」を使えば、DVD-RAMレコーダーで再生できる形式で
DVD-RAMに保存することも可能です。  
*7:770D7SVP/770D5SVP 
*8:770D7SVA/770D5SVA 
*9:一部のプレーヤーやパソコンでは再生しない場合もあります。 
 
 

(4)  臨場感あふれるサウンドが楽しめる 
「Prius Dシリーズ」には、全機種に「ドルビーバーチャルスピーカー機能」を搭載。DVDを 2本

のスピーカーで 5.1 チャンネルのサラウンドで聞いているような、迫力ある立体的なサウンドを出力
します。また「ドルビーヘッドホン機能」を搭載しており、手持ちのヘッドホンをヘッドホン端子に
接続しての試聴も可能です。さらに、別売りオプションの「USB/FM ステレオトランスミッタ
(MEDIALIVE)」を使用した場合は、外部の FM チューナー付き機器に音を送信できるため、コンポ
やラジカセ、ワイヤレスヘッドホンといった機器で Priusの音を楽しむことができます。 
そのほかにも、お気に入りの CDから曲を取り込み、並べ替えを行い、光デジタルオーディオ端子

からMDレコーダー*10に出力可能です。また、録音ソフトウェア「Priusサウンド REC*11」を使うこ
とで、アナログのカセットテープやレコードの音も Priusに取り込むことができます。さらに曲間の
無音部分を検知して曲の分割をし*12、BeatJam XX-TREMEと連携して音楽 CDを作ることができま
す。音楽を中心に楽しみたい方にも Priusは充分にご満足いただけます。 
*10:48kHz サンプリングコンバーター搭載の MD レコーダーと接続することができます。 
*11:連続して録音できる長さは 60 分です。 
*12:曲調によってはうまく分割できない場合があります。 
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(5)  高画質映像、大画面 A4 スタイリッシュノート(Prius Note 200D) 
「Prius Note 200D」は、特殊加工されたツヤのある「ラスタービュー液晶」を搭載した A4サイズオ

ールインワンノート PCです。 
ドライブには、ひとつのドライブでDVD鑑賞もオリジナル CD作成もできるDVD-ROMドライブと

CD-R/RWドライブの融合したマルチドライブを搭載。Buffer under-run Proof機能を搭載しており、
CD-R/RWの書き込みミスを防止します。 

DVD 視聴ソフト「WinDVD」は、ドルビーバーチャルスピーカー機能を搭載し、またドルビーヘッ
ドホン機能にも対応、お手持ちのヘッドホンで 5.1チャンネルのドルビーサウンドが疑似体験できます。
ラスタービュー液晶の高画質映像とあいまって、まさに音も映像も、きれいなパーソナルシアターとし
てお楽しみいただけます。さらに映像出力端子と光デジタルオーディオ出力から、TV とドルビーサラ
ウンドシステムに接続すれば*13、迫力あるホームシアターとして楽しめます。 

15型液晶搭載の3モデル(200D5TMP/200D5TMCW/200D5TMC)に音楽を気軽に楽しむクイックCD
プレイ機能を新たにサポート。パソコンを起動することなく、CDを聴くことができます。 
*13:映像ケーブル、光デジタルオーディオケーブル、TV、ドルビーサラウンドシステムは同梱されていません。市
販のものをご使用ください。 

 
(6) ワイヤレス LAN 搭載 Prius Note 200D(200D5TMCW) 

ワイヤレスでブロードバンドインターネットと接続できるワイヤレスＬＡＮを搭載しており、市販の
ワイヤレスＬＡＮアクセスポイントを設置すれば、家庭内の好きな場所*14からブロードバンドが楽しめ
ます。 

     *14:障害物や周囲の電波環境などの使用状況により、ご使用になれない場合があります。 
 

(7)  ブロードバンド時代に対応、強い味方  
情報がさらに高速化、大容量化するブロードバンド時代、インターネット環境も CATV や ADSL な

どの回線を利用するなど多様化しています。「Prius D シリーズ」は、新しい環境にも柔軟に対応でき
るよう、LANポートを全機種標準装備しています。 
また、Prius をより楽しくお使いいただけるように、プレインストールされているアプリケーション

や、便利で役立つWEBページ*15を、大きなアイコンをクリックするだけで呼び出せるナビゲーション
ソフトウェア「わくわくナビ」を全機種に搭載しています。使いたいアプリケーションや知りたい情報
を、より簡単に呼び出し・検索することができます。さらに、自然な文章でオンラインヘルプを検索で
きる「CyberSupport」を導入しています。パソコンに初めて触れる方にも安心してお使いいただける
Priusです。 

         *15:インターネットの各種設定が事前に必要となります。 
 
 
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FLORA安心コールセンターの充実したサポート 

・｢Prius Deck 770D｣｢Prius Deck 570D｣及び｢Prius Note 200D｣は、１年間無償保証です。FLORA安心 
コールセンターに連絡をいただけば引き取りに伺い、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。 
・「FLORA安心コールセンター」(10:00(10:00(10:00(10:00～～～～22:0022:0022:0022:00 (1(1(1(1月１日を除く毎日月１日を除く毎日月１日を除く毎日月１日を除く毎日)))) ))))が、お客様からのお問い合わせに
フリーダイヤルで対応します。 

「FLORA安心コールセンター」： 
 電話：0120-8855-96(フリーダイヤル)または03-3298-6750(通話料はお客様の負担になります) 

 
   (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、イベント情報、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.hi tachi .co . jp/」  
 
     ・[サポート情報サイト] アドレス「http: / /prius.hi tachi .co . jp/go/support /」  
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３．Prius D シリーズ ソフトウェア 

(一部バンドル(添付)他、搭載機種は<Prius Deck/Note Dシリーズのソフトウェア一覧>参照) 
OS ●●●●Microsoft  Windows  XP Home Edition 

●●●●Microsoft  Windows  XP Service Pack1(バンドル) 
統合ソフト ●●●●Microsoft  Office XP Personal(Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft 

Outlook 、Microsoft Bookshelf  Basic 3.0を含んだ統合ソフト) 
メールソフト ●Microsoft  Office XP Personal(Microsoft Outlook ) 

AV ●●●●    PriusAVランチャー(映像・音楽・デジカメ関連のソフトをまとめたナビゲーションソフト) 
●●●●DVD-MovieAlbumSE(DVD-RAMの動画データの簡易編集ソフト) 
●●●●neoDVD Standard 4.0 for Hitachi (DVD-R、DVD-RWメディアにDVD-Video規格の 
データを書き込むためのソフト) 
●●●●MegaVi DV2(DV編集ソフト)、MotionDV STUDIO(DV編集ソフト)  
●●●●デジカメNinja2002 for Hitachi(静止画編集ソフト) 
●●●●Prius Navistation（TV の録画、CD 再生、録画予約、タイムシフト再生、DVD の再生
などができるソフト） 

●●●●reserMail(携帯電話からPriusの TV録画予約をするためのソフト) 
●●●●BeatJam XX-TREME SE(音楽 CD やファイルの再生・保存、音楽 CD→MD 編集、 
音楽ストリーミングサイト検索などが行えるソフト) 

●●●●Drag’n Drop CD(CD-R/RW、DVD-R、DVD-RWへの書き込み・バックアップを行うソフト) 
●●●●Priusサウンド REC(アナログ音源録音ソフト) 
●●●●WinDVD for Hitachi (DVD再生ソフト) 

インターネット ●●●●Microsoft  Internet Explorer 6.0(WWWの情報を検索し、表示するブラウザ) 
●●●●ホームページNinja(ホームページ作成ソフト) 
●●●●DV@Talk(デジタルビデオカメラとインターネットを使ってテレビ電話のように映像
を見ながら通話できるソフト) 

●●●●Konica オンラインラボ工房(デジタルカメラ画像をコニカ100年プリントに注文する
ためのソフト) 

●●●●BeatStream(インターネットストリーミング再生ソフト) 
●●●●インターネットプロバイダへのオンラインサインアップソフト（DreamNet、AOL、ASAHI
ネット、BIGLOBE、DION 、isao.net、ODN、So-net、@nifty） 

実用ソフト 
 

●●●●    わくわくナビ（分野ごとに役に立つアプリケーションやWEBサイトがまとめてあるナビソフト） 
●●●●    ハイパーダイヤ(鉄道・航空便の経路、運賃、定期代、所要時間、時刻表などを検索するソフト) 
●●●●家庭の医学(おもな病気について、原因・症状・予防方法などを解説したソフト) 
●●●●筆ぐるめ Ver.10(約 2000種類のイラストや500種類の文例を使い、各種はがきや封筒
のあて名書き印刷を行えるソフト) 

●●●●CDラベル王 for Hitachi (ラベル作成ソフト) 
●●●●Super Mapple Digital(地図ソフト) 
●●●●調べTel(電話回線のパルス／トーンを調べるソフト) 
●●●●Prius壁紙(Priusオリジナル壁紙) 
●●●●AI将棋、AI囲碁、AI麻雀 for Hitachi (ゲーム) 
●●●●らくらく家計簿ゆとりちゃん5(家計簿ソフト) 
●●●●タイピングドリーム アフロ犬(キーボード入力練習ソフト) 
●●●●世界大百科事典 第２版ライブラリリンク対応(索引語約48万語、本文約7000万字、
モノクロ図版約1万点収録の百科事典ソフト)    

●●●●Acrobat Reader（Adobe社の Acrobat形式のファイル閲覧ソフト） 
●Norton AntiVirus(ウィルスを検索し駆除を行うソフト) 
●プリンタドライバ(Canon社、EPSON社、、、、PriusJet(LEXMARK-3)のプリンタドライバ) 

Prius用ツール ●●●●CyberSupport for Hitachi(自然な話し言葉でオンラインヘルプの検索が可能な  
サポートソフト) 
●●●●Priusで楽しもう(ソフトウェア使い方ガイド) 
●●●●Prius壁紙 
●●●●メール着信設定(メール受信お知らせソフト) 
●●●●Priusデカ文字ツール(解像度切り替えソフト) 
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■Prius Deck/Note D シリーズのソフトウェア一覧  
(◎：インストール済み、●：バンドル) 

分野 ソフトウェア名 Prius Deck 770D Prius Deck 570D Prius Note 200D 
  770D7SVP/770D5SVP 

770D7SVA/770D5SVA 
570D7SWA 
570D5SWP/570D5SWD 

200D5TMP/200D5TMCW 
200D5TMC/200D4TMA 

OS Microsoft  Windows  XP Home Edition ◎ ◎ ◎ 
 Microsoft  Windows  XP Service Pack 1 ● ● ● 
統合ソフト Microsoft  Office XP 

Personal 
◎ ◎ ◎ 

メールソフト Microsoft  Outlook   ◎ ◎ ◎ 
AV Prius Navistation ◎ － － 
 reserMail ◎ － － 
 neoDVDstandard 4.0 for Hitachi ◎ － － 
 DVD-MovieAlbumSE ◎ － － 
 MegaVi DV2 ◎ ◎ ◎ 
 Drag'n Drop CD Ver 2.10 for 

Hitachi(DVD-R/RW 版) 
◎ － － 

 Drag'n Drop CD Ver 2.10 for 
Hitachi(CD-R/RW 版) 

－ ◎ ◎ 

 WinDVD for Hitachi ◎ ◎ ◎ 
 デジカメ Ninja2002 for Hitachi ◎ ◎ ◎ 
 BeatJam XX-TREME SE ◎ ◎ ◎ 
 Prius サウンド REC ◎ ◎ ◎ 
 PriusAV ランチャー ◎ ◎ ◎ 
インターネット  Microsoft Internet Explorer6.0 ◎ ◎ ◎ 
 ホームページ Ninja for Hitachi ◎ ◎ ◎ 
 Konica オンラインラボ工房 ◎ ◎ ◎ 
 DV@Talk ● ● ● 
 BeatStream ◎ ◎ ◎ 
 オ ンラインサインアップソフト

(DreamNet,@nifty,AOL,ASAHI ネ ッ
ト,BIGLOBE,DION,isao.net,ODN, 
So-net) 

◎ ◎ ◎ 

実用ソフト わくわくナビ ◎ ◎ ◎ 
 筆ぐるめ Ver.10 ◎ ◎ ◎ 
 CD ラベル王 for Hitachi ◎ ◎ ◎ 
 Super Mapple Digital Ver.2 － － ● 
 らくらく家計簿ゆとりちゃん 5 － ◎ ◎ 
 時事通信社｢家庭の医学｣ 

デジタル第Ⅱ版 
－ ◎ ◎ 

 タイピングドリーム アフロ犬 － ◎ ◎ 
 世界大百科事典 第 2版 

ライブラリリンク対応 
－ ◎ ◎(200D5TMP のみ) 

 AI 囲碁 for Hitachi ◎ ◎ ◎ 
 AI 将棋 for Hitachi ◎ ◎ ◎ 
 AI 麻雀 for Hitachi ◎ ◎ ◎ 
 調べ Tel ◎ ◎ ◎ 
 プリンタードライバー 

(EPSON､Canon､Lexmark) 
◎ ◎ ◎ 

 Acrobat Reader ◎ ◎ ◎ 
 Norton AntiVirus ● ● ● 
Prius用ツール Cyber Support for Hitachi ◎ ◎ ◎ 
 Prius で楽しもう!(使い方ガイド) ◎ ◎ ◎ 
 Prius 壁紙 ◎ ◎ ◎ 
 メール着信設定 － ◎ ◎ 
 解像度切替ツール ◎ ◎ － 
プリンタドライバ(EPSON:CL-760/PM-740C/PM-860PT/PM-870C、 
Canon:PIXUS 950i/PIXUS 850i/PIXUS 550i/PIXUS 320i/BJ S330、 
Lexmark：PriusJet technology by Lexmark i3(PCF-LEXMARK-3)) 
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【他社商標注記】 
●●●●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,Celeron および Intel Inside ロゴは，Intel Corp.の商標または登録商標です。 
●●●●AMD, AMD Arrow ロゴ、 AMD Athlon、 AMD Duron、 ならびにその組み合わせは、 Advanced Micro Devices, Inc. 
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。 
●●●●Ninja、AI将棋、AI囲碁、AI麻雀、ラベル王は株式会社アイフォーの登録商標です。 
●●●●Drag'n Drop CD は、イージーシステムズ ジャパン株式会社と株式会社デジオンの商標です。 
●●●●WinDVDは InterVideo,Incの商標です。 
●●●●Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirus、Live Updateは Symantec Corporationの登録商標です。 
●●●●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。 
●●●●NeoDVDは MedioStream社の登録商標です。 
●●●●「BeatJam」、「MegaVi」は株式会社ジャストシステムの商標です。 
●●●●@niftyは、ニフティ株式会社の商標です。 
●●●●「AOL」は America Online, Inc.の商標です。 
●●●●「BIGLOBE」は、日本電気(株)の登録商標です。 
●●●●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です。 
●●●●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。 
●●●●MOBILITY、RADEONは ATI Technologies INC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。 
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