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最新のPC技術とオーディオマインドが融合�

�



最新のPC技術と �

オーディオマインドが融合。 �

HDメディア・コンピューター�

HDC-7誕生。 



ブロードバンド環

境の普及により、

インターネット上で

配信される映像

や音楽などデジタ

ルコンテンツの品

質もHD（High  

Definition：高精細）レベルへと進化し始めています。

HDC-7はインテル
®
Viiv

™
テクノロジーをベースとした�

エンターテイメントPC技術にオンキヨーのオーディオ�

ノウハウを融合させた新時代のリビングコンポーネント。�

大画面TVやAV機器、シアターシステムなどと組み�

合わせることを想定して、オーディオの高級感を醸し

出すアルミパネルによる筺体デザインやAV仕様の入

出力端子を充実させることを基本としました。音質の

要となるサウンドボードは、デジタル機器特有のパルス性�

ノイズを完全除去する特許技術VLSC回路を採用し

た独自版を開発して搭載。その他にも共振に強いシャ

ーシ構造を採用するなど、従来PCの課題であった音

質阻害ノイズの除去を徹底して、これから拡大が予想�

される、CD音質を超える24bit/96kHz音楽コンテンツ�

配信にも対応した高品位なサウンド能力を手に入れる�

ことができました。高度で臨場感のあるHDメディアを�

ありのままにお楽しみいただくために。私たちはこの�

新たなPCを「HDメディア・コンピューター」と名付けました。�

�
インテル

® 
Viiv

™ 
テクノロジーは、映画

や音楽など最先端のHDデジタルコン

テンツを高品位かつTVのような気軽さ

で楽しむための新世代プラットフォーム。

高速で先進的なパフォーマンス能力を有するCPUの

搭載、あざやかでスムーズな動画再生や映画館の音

場技術と同等の最大7.1ch（チャンネル）サラウンド再

生を可能とするチップセット、さらにはリモコンだけで

TVのチャンネルを変えるようにさまざまなデジタルコン

テンツをアクセス・ダウンロード・管理できる「Windows
® 

XP Media Center Edition 2005」の搭載等をハード

ウエア環境の規定としています。現在では全世界で

40社を超える企業がインテル
® 
Viiv

™ 
テクノロジー搭載

のPCに対応したグローバルなコンテンツサービスを�

提供。1000本以上の映画やドラマのオンデマンド鑑

賞やダウンロードができる番組をはじめとして、100万

曲を超える音楽やコンサートのダウンロードサイト、さ

らにはゲームのダウンロードやニュース番組など豊富

なサービスがラインナップされています。ますます拡

大するHDデジタルコンテンツを、快適なソファにくつ

ろぎながら。HDC-7があたらしいリビングライフの�

扉を開きます。 

映像や音楽をありのままに �
PCとオーディオ技術があざやかに融合 

最先端の配信サービスにアクセス �
インテル ® Viiv™ テクノロジーを搭載�

●VLSC回路を採用した独自のサウンドボードを搭載�



あらゆるメディアをリモコンひとつで思いのままに。 �

「メディアセンター」からひろがるHDリビングライフ。 

HDメディア・コンピューター�
オープン価格 JAN:T4961330021126
ワイヤレスキーボード(トラックマウス付)、リモコン、オーディオ用ピンケーブル1.5m×1、S/コンポジット変換ケーブル1.5m×1、�
LANケーブル1.5m×1、電源ケーブル1.5m×1、地上アナログテレビ用アンテナケーブル2m×1、FM室内アンテナ×1付属 

HDC-7に搭載されたWindows
® 
XP Media 

Center Edition 2005はリビングでPCが使用

されることを想定して開発されたオペレーティン

グ・システム（OS）。大画面TVでPCのパフォー

マンスを最大限に楽しむために、これまでの�

キーボードやマウスによ

る操作に加えてリモコ

ンでのインターネット�

配信サービスの視聴や�

ダウンロードをはじめと

したさまざまな操作と管

理を可能としています。�

リモコンのWindows
® 

マーク（スタートボタン）

を押せばWindows
® 
XP 

Media Center Edition 

2005の専用GUI画面で

ある「メディアセンター」

にアクセス。ここから、

Viiv
™ 
対応サイトを含

む映画やドラマ・音楽・

スポーツなど豊富な�

サイトがメニュー表示さ

れる「メディアオンライン」

へのアクセスや内蔵

HDDへのダウンロード、さらにはHDD内の�

映像や音楽、ディスクドライブでのDVDやCDの

再生を集中コントロール�

していただけます。 

3

TVやオーディオのような�
快適さでHDコンテンツを�
操るリモコン�

マウスポインター装備�
ワイヤレスキーボード 

●「メディアセンター」GUI画面によりTVのような操作性 

※オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。�

HDC-7(N)



ようこそ、新世代HDリビングライフへ。�

写真提供：�
株式会社イーストワークス�
エンタテインメント�

写真提供：�
株式会社オクタヴィア・レコード�

「メディアセンター」画面から�

さまざまなメディアをコントロール �

●「メディアオンライン」 映画やドラ

マ、音楽配信サイトなどViiv™ 対応�

コンテンツを含む高品位なサービス

サイトに直接アクセスできるメニュー

画面です。●「DVDの再生」 ディスクドライブに挿入したDVD-�

Videoを再生します。●「マイ ビデオ」 ダウンロードしたコンテンツ

やビデオ撮影などHDDに保存した映像を管理して再生。●「マイ 

ピクチャ」 デジタルカメラなどの画像を管理・表示。●「マイ テレビ」

アナログTVチューナー2基を搭載。録画したTV番組を管理・再

生し、裏録画とEPGにも対応しています。●「マイ ミュージック」 

CDのリッピングや音楽配信、外部メモリー経由でHDDに保存した

音楽や、ディスクドライブに挿入したCDの音楽を管理・再生。�

●「ラジオ」 FMチューナーを内蔵。●「DVD-Audio」 ディスクド

ライブに挿入したDVD-Audioの再生も可能です。�
�

その他の主な機能�

DVDスーパーマルチドライブ搭載／�

DVD-Audio/Video、CD、VCDの再生に加えてDVD-RAM/±R/�

±RW/±R DL（2層）、CD-R/RWの記録/再生に対応しています。�

マルチコーデック対応／�

WMV-HD、MPEG-1/2/4、MP3、WMA、JPEG、AAC、H.264お

よび、インテル® High Definition Audio に準拠（最大192kHz/�

24bit）しています。�

400GBハードディスクドライブ搭載／�

TV番組の録画や配信コンテンツ、多彩なインターフェースからの�

コンテンツの蓄積を可能としています。 

�

4

オンキヨーでは従来から提供している高品質音楽配信サー

ビス「e-onkyo music store」を拡張して、インテル® Viiv™ 

テクノロジーに対応した24bit/96kHzのHD音楽コンテンツ※

を配信するサービスを開始しました。�

※24bit/96kHzの音楽コンテンツはCDの16bit/44.1kHzと比較し、
より原音に近い高品位な音楽再生を可能とします。24bit（量子化
ビット数）はCDの約256倍の分解能、96kHz（サンプリング周波数）
はCDの約2.18倍の帯域を実現。HDC-7でのダウンロード・再生によ
りアーティストの真の音楽表現に迫る音質をご体験いただけます。 

●サービス内容／�
ジャズ・クラシックなどを中心としたCD超またはCD
レベルのHD音楽コンテンツのダウンロード販売。 �
●配信フォーマット／�
WMA Lossless 形式。 �
●配信楽曲スペック／�
24bit/96kHz、24bit/48kHz、16bit/44.1kHz。 �
●再生ビットレート／�
600kbps - 3Mbps程度（可変ビットレート）�

 インテル ® Viiv™ テクノロジーにも�

 対応した HD音楽配信サービス�

「e-onkyo music store」。�

http://music.e-onkyo.com/
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6写真のHDC-7と組み合わせたAVシステム／7.1ch対応AVセンター・TX-SA803（N）　￥157,500、2ウェイ・スピーカーシステム・D-908E　¥147,000（1本）�



原音を追求した充実のオ－ディオ仕様。�
音質を阻害するノイズの排除を徹底して、24bit/96kHzサウンドを実現。�

7

●24bit／96kHzサウンドを実現した独自開発のサウンドボード�

特許技術VLSC回路を搭載した高品位サウンドボード。 �

オンキヨーの単品オーディ

オで開発された特許技術

「VLSC（Vector Linear 

Shaping Circuitry）」回

路をサウンドボードに搭載

（アナログ2ch出力に対応）。�

デジタル信号を扱う機器

の筐体内で発生を余儀なくされる音質に有害なパルス性ノイズに

対して、一般的なオーディオ機器はローパスフィルター処理に留ま

っていました。VLSCでは、音声信号のD/A変換直後の信号から

元信号と同一のベクトルを持つピュアな音声信号をまったく新たに

生成することにより、パルス性ノイズの完全除去に成功。アーティス

トが録音した原音に限りなく近いサウンド再生能力を手に入れる�

ことができました。また、この画期的な音質回路をさらに高品位に

するために音質に定評あるWolfson社製の192kHz/24bit DAC

や大容量コンデンサーなど、オーディオ機器で採用される贅沢な�

パーツ群を惜しみなく搭載。SN比110dBを達成する驚異的な�

スペックを獲得しました。 �

�

グランド電位を極限まで

安定させる銅バスプレート。  �

さらにこのサウンドボードにはオンキヨーのフラッグシップモデルで

開発されたグランド安定技術を投入。音楽信号の基準となる「グラ

ンド電位」の極限レベルの安定化のため、グランドラインにインピー

ダンスの低い銅製のバスプレートを実装するというこだわりぬいた

設計手法を採用。信号レベルの変動に揺らぐ

ことなく安定した信号基準値を維持

させることにより、より正確な再生

能力の獲得に成功しています。 �

ノイズ干渉を防ぐ共振に強いシャーシ構造を採用。�

アルミニウム素材によるフロントパネルや本格オーディオで採用され

る堅牢なシャーシ構造を採用。空冷ファンやマルチドライブ、HDD

などの駆動による振動が音質に悪影響を及ぼさないよう、筐体内

の隅々にいたるまで制振対策と静音対策を徹底しています。�

さらには筐体内の輻射ノイズ対策のためにパネル裏面に拡散材を

取付けるなど音質に影響を与えるノイズを極限レベルまで排除。�

また、ACインレットは脱着式を採用していますので市販の電源�

ケーブルを使用することもできる

ため高精細なコンテンツ再生に

不可欠な安定した電力供給にも

対応しています。�

�

民生用AV機器として世界初、ドルビーマスタースタジオに対応。 �

「ドルビーデジタル」をはじめとする多彩なオーディオ

演出技術を集約した「ドルビーマスタースタジオ」規

格に対応。さまざまな2ch音源を5.1chのサラウンド信

号に変換してデジタル（光/同軸）出力（ドルビーデジ

タル信号）やアナログ（マルチチャンネル）出力から送出します。�
�

 �
●ドルビーデジタル：DVD-Videoの標準音声規格。最大5.1chのディスクリート・サラウンド・サウンドにより臨場感溢れるサ
ラウンド音声を再現。●ドルビーデジタルEX：リスナーの真後ろに1ch追加することにより、さらに豊かなサラウンド音声を再
現。●ドルビーデジタルライブ：圧縮フォーマットを含むすべてのステレオまたはマルチチャネル・オーディオ信号をドルビーデ
ジタルフォーマットに変換。●ドルビープロロジックIIx：アナログを含む2chサウンドを6.1または7.1chサウンドに変換。●ドル
ビーヘッドフォン：市販のヘッドフォンで臨場感溢れる5.1chサラウンド音声をシミュレート再生。●ドルビーバーチャルスピー
カー：2台のスピーカーだけで5.1chサラウンド音声をバーチャル再生。●ドルビーデジタル5.1クリエイター：ドルビーデジタル
によるディスクリート5.1ch音声のDVD-Videoディスクが作成可能。音声信号の記録領域を縮小できる効率的なエンコー
ディング方式を採用しているため、記録映像の解像度を高める、長時間記録を行うなど、ディスク容量の有効活用にも対応。�

�

AV仕様の7.1ch音声出力端子を装

備。7.1chシアターに対応。 �

ミニプラグが標準だったPCの音声出力�

端子とは一線を画すインターフェース。�

光デジタル出力端子や、将来的なコンテン

�



HDコンテンツを楽しむ�
システムプラン例�

Home Theater
ピュアオーディオアンプさながらの設計を施した�

AVセンターと、スマート&大容量なトールボーイスタイルの�

スピーカーとの組み合わせ�

Total ： ￥357,000

2ch Audio
最先端「VL Digital」搭載デジタルアンプと、�

強靭かつしなやかな「A-OMFモノコック」ウーファー搭載�

スピーカーシステムとの組み合わせ�

1

2

ステレオ・プリメインアンプ A-1VL（S） ¥168,000�

2ウェイ・スピーカーシステム D-312E ￥94,500（1台） ×2

7.1ch対応AVセンター TX-SA604（N） ¥84,000�

2ウェイ・スピーカーシステム D-508E  ￥42,000 ×2�

センタースピーカーシステム D-508C  ￥31,500 ×1�

サラウンドスピーカーシステム D-508M  ￥18,900 ×2�

アンプ内蔵サブウーファーシステム SL-D500（D） ￥46,200 ×1

1

2

3

4

5

Total ： ￥283,500

Front Panel

CPU インテル® Pentium®Dプロセッサ820（2.80GHz）�

チップセット インテル® 945G ExpressおよびICH7-DH �

メインメモリ PC2-4200 1GB �

HDD SATA 400GB �

OS Windows® XP Media Center Edition 2005 �

LAN インテル® PRO 10/100ネットワーク・コネクション �

プリインストールソフトウエア　　�

�

�

�

�

�

�

AVインターフェイス�

PCインターフェイス�

�

カードスロット対応メディア�

CyberLink PowerDVD 6（DVD再生）、

NeroVision Express 3（ビデオ編集およびオー

サリング）、Net-Tune Central 3 MCE Edition

（AV信号のホームネットワーク配信）、Symantec 

Norton Internet Security 2006（セキュリティ

ソフトウェア：90日限定版）、SoftThink System�

Recovery（システム復元）、ISCPアプリケーション

（外部制御）��

外部TVチューナー入力端子（S 1、コンポジット 1、

アナログ音声2ch 1）：1/映像出力端子：DVI、D4、

S/コンポジット 各1/デジタル音声出力端子：光、

同軸 各1（SPDIF、48kHz固定）、アナログ音声

出力端子：7.1ch、2ch 各1 ��

USB2.0×4、IEEE 1394×3（4pin×1、6pin×2）、

VGA×1、Ethernet×1、RS-232C×1、Ir Blaster×2��

スマートメディア、マルチメディアカード、SDカード、

コンパクトフラッシュType I・II、マイクロドライブ、�

メモリースティック、メモリースティックPRO 

※    を4台にすることで、7.1chシステムがお楽しみいただけます。�

8

ツの多様化にいち早く対応し、RCAコネクタによる7.1ch音声出力

端子を、信号劣化を防ぐ金メッキ仕様で装備しました。同端子�

装備のAV機器との組み合わせで、従来のPCには到達できない

本格的な7.1chシアター再生を実現します。 �

�

独自のホームネットワーク技術「Net-Tune」。 �

Ethernet LAN上で、AV信号を効率よく転送･制御し、オーディオ

機器と同様の快適な操作性を実現する独自の通信プロトコル「Net-

Tune（ネットチューン）」に対応。異なる部屋に設置された複数の

対応機器間で、コンテンツの共

有や遠隔制御が可能になります。�

�

オンキヨーならではのHDなシステムプランの一例をご紹介。�
他のラインナップについては、「コンポ総合カタログ」をご参照ください。�

1

1

3

4 5

2
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■製品のご使用について ●Windows® XP用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本製品で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。 ●本カタログ掲載製品の価格には配送・設置・アンテナ工

事・その他付帯工事・インストール・操作指導などの費用は含まれておりません。 ●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。 ●密閉型のオーディオラックなどの通気が良くない場所での使用はお避

けください。 ●データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。ビデオなどから再生・録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の録画はできません。また、一部の操作画面などもコピー

ガードが働いている映像では録画することはできません。 各種カードの著作権保護機能には対応していません。また、SDメモリーカード、メモリースティックの同時使用はできません。 ●音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含

む）などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。（お

問い合わせ先：（社）私的録音補償金管理協会TEL：03-3261-3444） ■視聴・録画について ●          マークは、DVD-Videoディスクの統一マークです。●          マークは、DVD-Audioディスクの統一マークです。 ●DVDプレーヤー部はNTSC専用の映像方式およびリージョン番号

（再生可能地域番号）は「2」で記録されたディスクに対応しています。NTSC以外の映像方式およびディスクにリージョン番号が記載されている場合に「2」が含まれていない場合は再生できません。 ●DVD-Videoディスクでも、正式な販売地域以外のディスクや業務用ディスクなどの中

には、本機での再生が禁止されているものがあります。 ●DVDプレーヤー部には、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護技術（マクロビジョン方式）を搭載しています。ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は

乱れます。 ●D3またはD4出力では、著作権保護付きのDVDや、著作権保護のための信号が含まれた映像は 、著作権への配慮により再生することができません。  ●本機のD4、S、コンポジットの各出力端子は、同時に出力できません。 ●「ビデオモード」はDVDフォーラムで定められた

「DVD-Videoフォーマット」で録画するモードです。「VRモード」はDVDフォーラムで定められた「ビデオレコーディングフォーマット」で録画するモードです。 ●MP3CDにつきましては、ISO9660およびJoliet CD-ROMファイルシステムに従って、サンプリング周波数32kHz、44.1kHzまたは

48kHzの固定ビットレートで、1回のセッションで記録されたディスクに対応しています。 ●WMA（Windows® Media Audio）CDにつきましては、ISO9660レベル1/レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマット（Joliet、Romeo）に従って、サンプリング周波数32kHz

（20kbps以外）、44.1kHz、または48kHzの固定ビットレートで、1回のセッションで記録されたディスクに対応しています。 ●JPEG方式 の静止画はISO9660 CD-ROMファイルシステムに従って記録されたファイルに対応しています。またTVモニターでの表示が可能です。 ●複製制限

（コピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規格に合致していないものがあり、再生できない場合があります。 ●各ディスクの特性・傷・汚れ、プレーヤーのピックアップレンズの汚れ・結露により再生できない場合があります。 ●プログレッシブTVによっては、本DVDプレーヤ

ーのプログレッシブ出力との相性により、画像に悪影響が生じることがあります。プログレッシブ出力においてこのような問題が生じた場合は、インターレース出力に切り換えてご使用ください。■アナログ放送からデジタル放送への移行について：地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近

畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7

月までに終了することが、国の法令によって定められております。 ■カタログについてのご注意 ●本カタログに記載の製品のディスク容量は、1MB=10002byte、1GB=10003byte換算値です。1MB=10242byte、1GB=10243byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なく表示

されますのでご注意ください。 ●パソコンで作成したDVDは、ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD記録媒体または、記録状態などによって、再生できない場合があります。 ●プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部

機能が制限される場合があります。 ●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ製品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。 ●プレインストール/添付ソフトのマニ

ュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。 ●外観・定格・仕様は性能改善のため予告なく変更する場合があります。 ●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。 ■保証・修理について ●本カタログに記載の製品の内蔵

ハードディスクなどの修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。 ●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様であり、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。 ●誤操作や

故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。 ●ご

購入後にメモリなど追加増設された場合、パーツおよびは本体は無償修理保証の対象外となります。 ■その他 ●他のアプリケーションの動作状況などご利用環境によっては、コマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。 ●映像を保存したDVD-R/RWを他のDVDプレ

ーヤーなどで再生するにはファイナライズ処理が必要です。 ■商標について ●インテル、インテル® ロゴ、インテル ® Inside、インテル ® Inside ロゴ、インテル Viiv™、イ ンテル Viiv™ ロゴ、Pentium ® はアメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の

商標または登録商標です。  ●Microsoft ®、Windows ®、Windows ® Mediaは、米国Microsoft ® Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●ドルビー、Dolby、プロロジック、Master Studio、Pro Logic、Surround EX、AACおよびダブルD記号は、ドルビ

ーラボラトリーズの商標です。 ●dtsは、Digital Theater Systems,Inc.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。 ●Cyberlink、PowerDVDはCyberlink社の商標です。 ●IMAGINATIVE SIGHT & SOUND、VLSC、Net-Tune、e-onkyo、HD 24/96ロゴ、A-

OMF MONOCOQUEは、オンキヨー株式会社の登録商標です。  ●HD Media Computer、HD メディア・コンピューターは、オンキヨー株式会社の商標です。  ●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。�

［HDC-7（N） 定格］ ■AV入出力部 ●サウンド機能：インテル® High Definition Audio、最大192kHz/24bit 
●周波数特性：0.3Hz～88kHz（VLSC 2ch出力、サンプリング周波数=192kHz）、0.3Hz～20kHz（7.1ch
出力） ●SN比：110dB （IHF-A、2ch出力）、100dB （IHF-A、7.1ch出力） ●全高調波歪率：0.003% （1kHz、
2ch出力）、0.006% （1kHz、7.1ch出力） ●アナログ音声出力電圧：2.0Vrms ●TVチューナー部：2（1ch～
12ch VHF、13ch～62ch UHF） ●FMチューナー部：1（76MHz～90MHz） ●外部TVチューナー入力端子
（S 1、コンポジット 1、アナログ音声2ch 1）：1 ●映像出力端子：DVI 1、D4 1、S/コンポジット 1 ●デジタル音
声出力端子：光1、同軸1（SPDIF、48kHz固定） ●アナログ音声出力端子：7.1ch 1、2ch 1 ■PC部 ●OS：
Microsoft®  Windows®  XP Media Center Edition 2005 ●CPU：インテル® Pentium® D Processor820 
（2.8GHz） ●メインメモリ：PC2-4200 1GB ●チップセット：インテル® 945G Express ＋ ICH7-DH ●ハー
ドディスク容量：SATA 400GB ●CD/DVDドライブ：DVDスーパーマルチドライブ内蔵 ●ディスプレイ出力：
DVI/VGA ●解像度：800×600、1024×768、1152×864、1280×600、1280×720、1280×768、1280×
960、1280×1024、1400×1050、1600×900、1600×1200、1792×1344、1856×1392、1920×1080、

1920×1200、1920×1440、2048×1536 ●LAN：10BASE-T/100BASE-TX ●USB 2.0：前面2ポート、�
背面2ポート ●IEEE1394a：前面4pin 1ポート（DV入力）、背面6pin 2ポート ●IR Blaster 2ポート ●対応メ
モリカード：スマートメディア、マルチメディアカード、SDカード、コンパクトフラッシュType I・II、マイクロドライブ、
メモリースティック、メモリースティックPRO ■総合 ●電源電圧：AC100V、50/60Hz ●消費電流：最大6.0A�
●消費電力：100W（OS起動時）●省エネ法に基づくエネルギー消費効率：P区分0.00024※ ●2005年度省
エネ基準達成率： AAA※※ ●最大外形寸法：幅435×高さ116×奥行き413mm ●質量：9.8Kg ●許容動作
温度：5℃～35℃ ●リカバリ方式：ハードディスクリカバリ ●付属ソフトウェア：CyberLink PowerDVD 6（DVD
再生）、NeroVision Express 3（ビデオ編集およびオーサリング）、Net-Tune Central 3 MCE Edition（AV
信号のホームネットワーク配信）、Symantec Norton Internet Security 2006（セキュリティソフトウェア：�
90日限定版）、SoftThink System Recovery（システム復元）、ISCPアプリケーション（外部制御）�

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」

をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に

設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。�
注意�

お取扱店�

〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

このカタログの記載内容は2006年10月現在のものです。�
このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。�ONKYO HDC-7カタログ KNB printed in Japan 1075C

快適なオーディオライフをサポートするセレクトショップ。�

ht tp : / /www.e -onkyo .com/

�

●TEL：050-3161-9555�
●郵便：〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1 オンキヨー株式会社コールセンター 

 http:/ /www.jp.onkyo.com/オンキヨー製品情報、ユ－ザ－登録、製品に関するお問合せ、ご相談、カタログのご請求（無料）は�

�

オンキヨーコールセンター�
受付時間：平日9：30～17：30（土・日・祝日・会社休日除く）�

●アフターサービスの申込は購入店または弊社サービス拠点へ。�
　ht tp : / /www. jp .onkyo .com/suppor t / supp_d05 .h tm�
　その他サポート情報については、HDC-7専用ページをご参照ください。�
　ht tp : / /www. jp .onkyo .com/hdc_7 /�
●この冊子に掲載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。�
●この冊子に掲載した製品の性能部品最低保有期間は、一部を除き生産終了後6年間です。�

�

HDC-7 Rear Panel

FAQなど HDC-7の詳細につきましては、 http://www.jp.onkyo.com/we_are_hd_sound/ をご確認ください。�

HDメディア・コンピューターHDC-7は、新たな料金のご負担なしで収集・運搬・�
再資源化いたします。申込み方法など詳しくは当社コールセンターまたは�
http://www.jp.onkyo.com/support/pc-recycle.htmへご確認ください。�

※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し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。�
※※省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。�


