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S-VHS & DVD RECORDER

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・カセット・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 

業務用S-VHSビデオ一体型 
DVDビデオレコーダー 

オープン価格※ SR-MV50
（テレビマルチブランドリモコン付属） 

高画質S-VHSビデオ＆DVDマルチドライブ搭載 
一体型DVDビデオレコーダー 

DVDマルチドライブ搭載 

RS-232C端子対応 

ラストファンクションメモリー 
電源を切る前の設定を保持

モードロック 
再生・録画中の誤操作を防止

BNC映像出力端子搭載 
（コンポジットのみ） 

企業・学校・個人の機器に合わせて録・再が可能。 

PCや外部機器から
制御することが可能

約10万回の繰り返し録画、
追っかけ再生や多彩な編集が可能。

約1000回までの書き換えができ、
多くのDVD-RW対応DVDプレーヤーで再生が可能。
ライブラリーとしての保存に最適です。

1回だけの録画が可能。
メディアコストが優れ、ほとんどのDVDプレーヤーで
再生できるので手軽に持ち出すことが可能。

VRモードにも対応 
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●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」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。 

安全に関する 

ご注意 

愛情点検 

●ご使用のビデオデッキの点検をぜひ！ 
熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 
故障したり、時には安全性を損なって事故につながることがあります。 

このような 

症状は 

ありませんか 

●再生しても映像や音声が出ない。 
●電源プラグ、コードが異常に熱い。 
●異常な臭いや音がする。 
●水や異物が入った。 
●その他の異常や故障がある。 

ご使用を中止  

故障や事故防止のため電源を切り 
必ず販売店に点検をご相談ください。 

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●カタログと、実際の商品の
色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は販売店等でお確かめ
ください。●このカタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造
打切後8年です。●お買い求めの販売店で、販売店名などの所定事項を記入した保証書を
必ずお受け取りください。●お買い上げの際は、製品本体の製造番号をお確かめください。 

●ビクターシステムディーラー 

2006年3月 作成 

お客様ご相談センター  
フリーダイヤル　 0120-2828-17 
携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950 
営 業 日：月～土曜日（祝祭日および弊社休日を除く） 
営業時間：月～金曜日 9:00～18:00　土曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、
適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/VTT501094 O

システム営業統括部　AV営業部　国営グループ 
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

システム営業本部 
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2丁目1番1号 

日本ビクター株式会社 

ビクター商品に関するお問い合わせは 
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（単位:mm） 

上手に使って、上手に節電 

あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、
DVDレコーダー、録画用ディスクの価格には、著作権法の定めにより、私的録画保償金が含まれております。

●お問い合わせ先：（社）私的録画補償金管理協会 TEL：03-3560-3107

●このカタログに掲載の機器をビデオ端子のないTVと接続するには、別売RFコンバーターユニット：RF-VD550T希望小売価格5,775円（税抜5,500円）が必要です。（ビクターサービス扱い）
●このカタログに掲載しているDVD機器のリージョン番号は「2」です。DVDビデオは、「2」というリージョン番号が含まれているディスクに限り再生することができます。●このカタログに掲載しているDVD機器にはディスクのレーベル面に　　 マークの入ったものなどCD規格（CD-DA）に準拠したディスクをご使用ください。CD規格
に準拠しないディスクの動作や音質は保証できません。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、CD-R/-RW はディスクの特性や状態によって記録または再生できない場合があります。■DVD-RAMディスクについて●本機はDVD-RAM規格Version2.0および2.1に適応したディスクのみご使用できます。●本機はカートリッジケースに
入ったDVD-RAMディスクには対応していません。カートリッジから取り出し可能ディスクTYPE2、TYPE4のディスクについて使用が可能です。■DVD-R/RWディスクについて●DVD-R規格Version2.0に適応したディスクのみご使用できます。DVD-RWではVersion1.0以上のディスクでご使用できます。DVD-RW Version1.1で
はVRモードとビデオモードが選べますが、DVD-RW Version1.0はVRモードのみご使用できます。�

■外形寸法 

■周辺機器 ■主な仕様 
●電源 AC100V  50/60Hz�
●消費電力 39W�
　 待機時消費電力*　11.4W
　 待機時消費電力：時刻表示点灯時　13.7W�
　 待機時消費電力：時刻表示消灯時　2.3W
 *省エネ法に定める待機時消費電力です。�
●外形寸法 435mm×96mm×343mm（幅×高さ×奥行き）
●質量 6.2kg�
●許容動作温度 ＋5℃～＋35℃�
●許容相対湿度 35％～80％
ビデオディスク（映像／音声） 
●光ピックアップ 1レンズ2レーザーユニット方式
●録画・再生可能メディア DVD-RAM　（8cm／12cm）
 DVD-R　（8cm／12cm）�
 DVD-RW　（12cm）�
●音声記録圧縮方式　ドルビーデジタル（2ch記録）／リニアPCM
●映像記録圧縮方式　MPEG2（CBR/VBR）
チューナー（テレビ受信）
●チューナー数 地上波放送受信チューナー×2
●受信方式 周波数シンセサイザー方式
●音声多重受信方式 インターキャリア方式
●受信チャンネル VHF 1～12チャンネル、UHF 13～62チャンネル�
 CATV C13（63）～C63（113）チャンネル�
●テレビジョン方式 NTSC方式　525本　60フィールド�
ビデオ（映像）
●録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン
 輝度信号：FM方式
 色信号：低域変換直接記録方式
●映像信号 NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ（音声）
●録音方式 VHSステレオハイファイ方式�
●周波数特性 20Hz～20kHz�
●ダイナミックレンジ 90dB以上
●ワウ・フラッター 0.005％以下�
●チャンネルセパレーション 60dB以上
ノーマルオーディオ（音声） 
●録音方式 交流バイアス方式
●音声トラック 1チャンネル（モノラル）
テープ走行
●早送り／巻戻し時間 約53秒（T-120テープ使用時）�
　テープによっては早送り／巻戻しに時間がかかる場合があります。
タイマー（タイマー予約・時計）
●タイマー予約 1ヶ月16番組予約（DVD側：8、VHS側：8）�
●時計 12時間（午前・午後）方式
●停電補償時間 約60分
接続端子
●アンテナ 75Ω F型コネクター、VHF/UHF一軸�
●S映像 入力　Y p-p：0.8～1.2V　75Ω�
 　　　C p-p：0.2～0.4V　75Ω
　 出力　Y p-p：1.0V　75Ω�
 　　　C p-p：0.29V　75Ω
●映像 入力　p-p：0.5～2.0V　75Ω（ピンジャック）
 出力　p-p：1.0V　75Ω（ピンジャック）�
●音声 入力　－8dBs  50kΩ（ピンジャック）
 　　　モノ（左）対応（FRONT入力のみ）
 出力　－8dBs  1kΩ（ピンジャック）
●i.LINK 4ピン、DV入力用�
●コンポーネント映像出力 Y p-p：1.0V　75Ω（ピンジャック）�
 CB/CR、PB/PR p-p：0.7V　75Ω（ピンジャック）
●リモート入力 φ3.5mm�
●デジタル音声出力
　・光デジタル音声出力×1　－18dBm、600nm
 　　Dolby Digital、DTS対応
　・同軸音声出力×1　　　ビットストリーム
 　　デジタル音声出力設定メニューで設定

●このDVDビデオは日本国内のみ使用できます。
　外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。

SR-MV50高画質＆便利機能 
RS-232Cコントロール（下記のコントロールが可能） 
・POWER ON/OFF　・RECORDER SELECT 
・PLAY　・STOP　・REC　・FAST FOWARD 
・REWIND　・SKIP

S-VHS高画質録画・再生 
テープの能力を最大限に引き出す「テープレベルアップ」
や、より良い画質で楽しめる「ピクチャーセレクト」等、ビク
ター独自の高画質回路を搭載。 

S-VHS⇔DVDまるごとダビング 
ダビングボタンを押すだけでS-VHS⇔DVD双方向のダビ
ングがワンタッチで可能。しかも「デジタルワイドTBC」に
よりニジミの少ない高画質録画ができる。 

DVD高画質録画・再生 
ビクター独自の「スーパーMPEG-2エンコードプリプロセ
ッサー」により録画前の入力信号を徹底的に高画質化。
再生時にも「スーパーMPEG-2ポストプロセッサー」によ
りノイズや色ニジミを抑えた高精細映像を実現。 

地上波ダブルチューナー 
同じ時間帯に録画したい番組が重なっても、VHSとDVD
に各々録画が可能。視聴用にVHS、高画質保存用は
DVD等使い分けもできる。 

ライブラリーナビ 
DVDへの録画内容がディスクを入れなくてもタイトル一
覧の表示が可能。DVDレコーダー本体に最大600枚、最
大2400タイトル分のデータを記録。 

●モーションサムネイル DVD録画した内容を動画と音声で確認
●DV入力端子 DV入力端子でデジタルビデオカメラの映像をDVDにダビング
●フリーレートモード ディスクの残量に合わせて最適な記録レートを計算しディスクの  
 空き容量にピッタリ録画できます。

●ODS完全OFF ブルーバック、OSDスーパーインポーズを消去 
●ラックマウント金具対応 

■SR-MV50 その他の機能 

再生対応ディスクメディア DVD録画モード：録画時間（4.7GBディスク使用時） 
DVD-RAM・DVD-RW・DVD-R・DVD-VIDEO・

VCD・ 　　　 ・　　   ・ 　　　　  ・

CD
（CD-DA）

CD-RW
（CD-DA）

CD-R
（CD-DA）

CD-R/RW
JPEG

CD-R/RW
MP3

XPモード：約1時間　SPモード：約2時間　LPモード：約4時間

EPモード：約6時間　FRモード：約1時間～8時間（FR60～FR480）

■付属品 リモコン×1・単3型乾電池（2本）リモコン動作確認用・RF分配器×1
 S映像コード×・1アンテナコード（1.2m×1/30cm×2）
 映像/音声コード×1

ラックマウント金具
PS-HS1-BJ
希望小売価格 15,750円 
（税抜 15,000円）


