
●カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。●製造番号は品質管理上重要な
ものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。●「Pioneer」及び「Pioneerロゴ」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●DivX®、DivX Certified®、DivX Plus® HD関連ロゴはDivX,LLCの商標であり、使用には許可
が必要です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。●“x.v.Color”および　　　　　は、ソニー株式会社の商標です。●ドルビー、ドルビー
オーディオおよびダブルD記号　　は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における
登録商標です。●“Blu-ray™”、“Blu-ray Disc™”、“Blu-ray 3D™”、"BD-Live™"、"BONUSVIEW™"及びその関連ロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●“AVCHD™”および“AVCHD™”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
●DSDは登録商標です。●iPod touch、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。●Android、Google Play、
Google Playロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。●DLNA™、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™はDigital Living Network Allianceの商標、サービスマークまたは認証マークです。●スカパー ! は、スカパーJSAT株式会社の商標または登録
商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。Wi-Fi、Wi-Fi Direct、MiracastはWi-Fi Allianceの商標です。●　　　はDVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。●当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した
製品に“Hi-Res Audio”ロゴを冠して推奨しています。“Hi-Res Audio”ロゴは登録商標です。●本カタログに掲載の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。●コピーコントロールCDは、正式なCD規格に準拠していない特殊ディスクの
ため、カタログに掲載の製品での動作保証および性能保証は致しかねます。●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。●万一、本機と接続したことでUSBメモリーのファイルが損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめ
ご了承ください。●本機とiPod touch/iPhone/iPadを組合わせてご使用の際、iPod touch/iPhone/iPadのデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

DV-3030V
DVDプレーヤー 

オープン価格※　リモコン付属　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

付属品：●オーディオ・ビデオケーブル（1.2 m）
　　　 ●単4形乾電池×2●取扱説明書●保証書

JANコード：4988028261916

DV-2030
DVDプレーヤー 

オープン価格※　リモコン付属　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

付属品：●オーディオ・ビデオケーブル（1.2 m）
　　　 ●単4形乾電池×2●取扱説明書●保証書

JANコード：4988028317446

同軸デジタル
音声出力端子

HDMI
出力端子

コンポジット
映像出力端子

アナログ2ch
音声出力端子

USB
端子

本カタログのブルーレイディスクプレーヤーの多彩な魅力を詳しくご紹介しているWEBサイトはこちら。

■ブルーレイディスクプレーヤーの情報は
http://pioneer-audiovisual.com/bdp/blu-ray/ http://pioneer-audiovisual.com/bdp/hg_blu-ray/

■ハイグレード ブルーレイディスクプレーヤーの情報は

オンキヨーグループは、
適正な表示を推進しています。

安全に関するご注意 省エネのための上手な使い方
1.こまめにスイッチを切りましょう。長時間使用しない場合は、コンセント
を抜くことをおすすめします。 2.適切な明るさと音量で楽しみましょう。 
3.就寝前は主電源を切りましょう。

●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」をお読みくだ
さい。

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
お読みください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、
故障の原因となることがあります。●地震などでの製品の転倒・落下によるけがなど
の危害を軽減するために、転倒防止は取扱説明書に従って必ず行ってください。

BDP-LX88
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー 

希望小売価格278,000円（税別）
イルミネーション付リモコン付属
JANコード：4988028263538

BDP-LX58
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー 

希望小売価格98,000円（税別）
イルミネーション付リモコン付属
JANコード：4988028263521

ブルーレイディスクに込められた
映像と音の真実を引き出す、

フラッグシップモデル。

BDP-LX88のエッセンスを受け継ぎ、
高画質・高音質再生を実現する

高品位モデル。

DV-3030V 主な仕様　■再生可能メディア：DVDビデオ、ビデオCD、音楽CD、2層DVD-R
（ビデオモード）、2層DVD-R（VRモード）、2層DVD＋R（ビデオモード）、DVD-R/RW（ビデオモード）、
DVD-R/RW（VRモード）、DVD＋R/＋RW（ビデオモード）、CD-R/RW、CDV（オーディオパートのみ）、
DTS-CD、DivX®/JPEG/WMA/MP3形式で記録された2層DVD-R、DVD-R/RW、CD-R/RW
およびUSB機器■音声特性●周波数特性：4 Hz～44 kHz■入出力端子類●HDMI出力端子：
1系統、USB端子：1系統、コンポジット映像出力端子：1系統、同軸デジタル音声出力端子：1系統、
アナログ2ch音声出力端子：1系統■外形寸法：360 mm（W）×42 mm（H）×200 mm（D）
■質量：1.2 kg■消費電力：12 W■待機時消費電力：0.5 W

HDMIケーブル1本でカンタン接続。

基本性能に優れた、使いやすいDVDプレーヤー。

■HDMI対応ハイビジョンテレビとつなげることで、
　標準画質の映像信号を1080pまで高画質化。
■映像、音楽、写真の様々なファイルを楽しめる。
■早見再生で録画番組の内容も素早く確認。
■USBメモリーに保存したファイルも再生。

DV-2030 主な仕様　■再生可能メディア：DVDビデオ、ビデオCD、音楽CD、2層DVD-R（ビデオ
モード）、2層DVD-R（VRモード）、2層DVD＋R（ビデオモード）、DVD-R/RW（ビデオモード）、DVD-R/RW

（VRモード）、DVD＋R/＋RW（ビデオモード）、CD-R/RW、CDV（オーディオパートのみ）、JPEG/MP3
形式で記録された2層DVD-R、DVD-R/RW、CD-R/RW■音声特性●周波数特性：4 Hz～44 kHz
■入出力端子類●コンポーネント映像出力端子：1系統、映像出力端子：1系統、同軸デジタル音声出力端子：
1系統、アナログ2ch音声出力端子：1系統■外形寸法：360 mm（W）×42 mm（H）×200 mm（D）
■質量：1.2 kg■消費電力：6 W■待機時消費電力：0.5 W

■早見再生で録画番組の内容も素早く確認。
■DVDに録画したお気に入りの地デジ番組を楽しめる
　（CPRM対応）。
■海外で使われているPAL方式のDVDも再生可能。
■使いやすく、わかりやすい表示窓。
■MP3などの音楽ファイルも豊かな音で再生。

DVD Player

同軸デジタル
音声出力端子

映像出力
端子

コンポーネント
映像出力端子

アナログ2ch
音声出力端子

詳しい情報はホーム
ページをご覧ください。

詳しい情報はホーム
ページをご覧ください。

●以下のDV-2030の特長はDV-3030Vも対応しています。

置き場所を選びません

横幅36cm横幅36cm

置き場所を選びません

横幅36cm横幅36cm
もっとキレイ、とってもベンリ、やっぱり安心。

ブルーレイディスク™プレーヤー＆
DVDプレーヤー 総合カタログ

B l u - r a y  D i s c™  P l a y e r  &  D V D  P l a y e r

BDP-3140

BDP-180

pioneer-audiovisual.com
ZB003
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商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のパイオニアホームオーディオコールセンターへお電話でどうぞ

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆油インキを使用しています。

　541-0041 大阪府中央区北浜二丁目２番22号  北浜中央ビル

　104-0028 東京都中央区八重洲二丁目３番12号

製造元：

販売元：

http://pioneer-audiovisual.com/support/お客様サポート カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報の
ホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品の
　お問い合わせおよびカタログのご請求窓口 050-3388-9425

●FAX受付  
　 0858-28-6190

●営業時間/月曜～金曜9：30～18：00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）
〈ご注意〉

パイオニアホームオーディオ
コールセンター

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のパイオニアホームオーディオコールセンターへおたずねください。
●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。
パイオニアホームエレクトロニクス株式会社は2015年3月2日をもって、オンキヨー＆パイオニア株式会社に社名変更いたしました。

通話料金がかかります。予めご了承ください。



Blu-ray Disc  Player

映像をもっとキレイに、ベンリに楽しめる。
いろんなディスクやファイルが再生できるスタンダードモデル。

映像をもっとキレイに、ベンリに楽しめる。
いろんなディスクやファイルが再生できるスタンダードモデル。

超高精細4Kアップスケーリング対応モデル。超高精細4Kアップスケーリング対応モデル。

より良い音を追求し、高級機のエッセンスを盛り込んだ音質専用設計モデル。より良い音を追求し、高級機のエッセンスを盛り込んだ音質専用設計モデル。

BDP-3140-W

Blu-ray Disc  Player

■出力解像度：480p、720p、1080i、1080p、1080/24p■デジタル音声特性●周波数特性：4 Hz～88 kHz（192 kHzサンプリング）■入出力端子類
●HDMI出力端子：1系統、USB端子：1系統、光デジタル音声出力端子：1系統、アナログ2ch音声出力端子：1系統、LAN端子（10BASE-T/
100BASE-TX）：1系統■外形寸法：360 mm（W）×39 mm（H）×208 mm（D）■質量：1.2 kg■消費電力：13 W■待機時消費電力：0.3 W

（「クイック起動」設定OFF時）
※ファイルによっては、再生できないことがあります。
　本機はアナログ映像端子を搭載していません。HDMI対応TV/ディスプレイ機器とHDMIケーブル（別売）で接続する必要があります。

BDP-3140 主な仕様

BDP-3140-Kリアパネル

光デジタル
音声出力端子

HDMI
出力端子

LAN
端子

アナログ2ch
音声出力端子

USB
端子

■再生可能メディア

BDP-3140
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー 

オープン価格※　リモコン付属　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

付属品：●単4形乾電池×2●取扱説明書●保証書

JANコード K：4988028302077
  W：4988028302084

●音楽CD
●CD-R/RW

●USBメモリー

●BD-ROM
●BD-R/RE
●BD-R DL/RE DL
●BD-R LTH

●DVDビデオ
●DVD-R/RW（CPRM対応）
●DVD-R DL（CPRM対応）
●DVD+R/+RW

●DVD+R DL
●AVCREC™ディスク
●AVCHD™ディスク

■再生可能ファイル

4
3GP FLV AAC

1080pアップスケーリング前 1080pアップスケーリング後

BDP-3140-K

■ブルーレイソフトの本編以外の特典映像を楽しめます（BD-LIVETM）※。

■ 映画本来の質感そのままに描画する「1080/24p出力」、映像をより
　 自然で色彩豊かに表現する「Deep Color出力」に対応しています。

■ 手に持ちやすく、大きなボタンで押しやすいリモコン。

※この機能を使用するためには、有線LANルーターを使いインターネットに接続する必要があります。
また、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が必要です。

MPEG2 AAC

遅見再生（0.8倍速/音声付き）

10秒戻し・30秒送り

BD/DVDの様々な映像フォーマットに対応。
ハイレゾ音源（WAV/FLAC）も再生可能です。

多彩な映像・音声フォーマットに対応

早見再生（1.5倍速/音声付き）

使いやすく、わかりやすい表示画面

1080Pアップスケーリング

詳しい情報はホーム
ページをご覧ください。

詳しい情報はホーム
ページをご覧ください。

詳しい情報はホーム
ページをご覧ください。

BDP-180
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー 

オープン価格※　リモコン付属　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

付属品：●電源コード（1.2 m）●単4形乾電池×2●取扱説明書●保証書

JANコード K：4988028302053
  S：4988028302060

BDP-180-SBDP-180-K

4K

4K

光デジタル
音声出力端子

HDMI
出力端子

同軸デジタル
音声出力端子

LAN
端子

アナログ2ch
音声出力端子

USB
端子

BDP-X300（B）NEW

ブルーレイディスク/DVDプレーヤー 

オープン価格※　リモコン付属　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

付属品：●電源コード（1.2 m）●単4形乾電池×2●取扱説明書●保証書

JANコード：4573211152074

■再生可能メディア：BD-ROM（BDMV、BDAV）、BD-R/RE（BDMV、BDAV）、BD-R DL/RE DL（BDMV、BDAV）、BD-R LTH（BDMV、BDAV）、DVDビデオ、DVD-R/RW（ビデオモード、VRモード/CPRM対応）、DVD-R DL（ビデオモード、VRモード/CPRM対応）、
DVD+R/+RW（ビデオモード）、DVD+R DL（ビデオモード）、AVCRECディスク、AVCHDディスク、SACD、音楽CD、CD-R/RW（音楽CDフォーマット）、USBメモリー■再生可能ファイル※：DivX® Plus HD、MKV、3GP、FLV、WMV、AVI、JPEG、MPO、PNG、GIF、
Monkey’s Audio、WMA、MP3、AAC、MPEG2 AAC、MP4、WAV、FLAC、DSD、ALAC■出力解像度：480p、720p、1080i、1080p、1080/24p、4K/24p
■デジタル音声特性●周波数特性：4 Hz～88 kHz（192 kHzサンプリング）■入出力端子類●HDMI出力端子：1系統、USB端子：2系統、
光デジタル音声出力端子：1系統、アナログ2ch音声出力端子：1系統、LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）：1系統■外形寸法：435 mm（W）×
58 mm（H）×250 mm（D）■質量：2.0 kg■消費電力：18 W■待機時消費電力：0.5 W（「ネットワークスタンバイ」設定OFF時）
※ファイルによっては、再生できないことがあります。
　本機はアナログ映像端子を搭載していません。HDMI対応TV/ディスプレイ機器とHDMIケーブル（別売）で接続する必要があります。

BDP-180 主な仕様

 
BDP-180-Kリアパネル

■再生可能メディア：BD-ROM（BDMV、BDAV）、BD-R/RE（BDMV、BDAV）、BD-R DL/RE DL（BDMV、BDAV）、BD-R LTH（BDMV、BDAV）、DVDビデオ、DVD-R/RW（ビデオモード、VRモード/CPRM対応）、DVD-R DL（ビデオモード、VRモード/CPRM対応）、
DVD+R/+RW（ビデオモード）、DVD+R DL（ビデオモード）、AVCRECディスク、AVCHDディスク、SACD、音楽CD、CD-R/RW（音楽CDフォーマット）、USBメモリー■再生可能ファイル※：DivX® Plus HD、MKV、3GP、FLV、WMV、AVI、JPEG、MPO、PNG、GIF、
Monkey’s Audio、WMA、MP3、AAC、MPEG2 AAC、MP4、WAV、FLAC、DSD、ALAC■出力解像度：480p、720p、1080i、1080p、1080/24p、4K/24p
■デジタル音声特性●周波数特性：4 Hz～88 kHz（192 kHzサンプリング）■入出力端子類●HDMI出力端子：1系統、USB端子：2系統、
光デジタル音声出力端子：1系統、同軸デジタル音声出力端子：1系統、アナログ2ch音声出力端子：1系統、LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）：1系統
■外形寸法：435 mm（W）×63 mm（H）×250 mm（D）■質量：2.3 kg■消費電力：19 W■待機時消費電力：0.5 W（「ネットワークスタンバイ」設定OFF時）
※ファイルによっては、再生できないことがあります。
　本機はアナログ映像端子を搭載していません。HDMI対応TV/ディスプレイ機器とHDMIケーブル（別売）で接続する必要があります。

BDP-X300 主な仕様

 
BDP-X300（B）リアパネル

音質専用設計 「HQ  Sound」機能

4K/24pアップスケーリング DLNA対応 遅見再生（0.8倍速）/早見再生（1.5倍速）

高音質再生を追求し音質専用設計を施した、専用のアナログ
オーディオ基板やDACを搭載。音声信号を映像とは別に処理
することで、より高品位な信号伝送を実現しています。また、独自の
信号処理技術「PQLS」を採用。PQLS対応のパイオニア製AVアンプ
とHDMI接続時に、ジッターレス伝送を実現します。さらに電源回路
は専用のシールドに収めることによって、ノイズや振動を抑制します。

HDMIの映像信号をカットし、映像回路のノイズを抑制する「HQ Sound」
機能を搭載。CDなどのオーディオ音源再生時に音質が向上します。

定在波制御インシュレーター

共振や外部からの振動を抑制する高品位な
インシュレーターを装備しています。

金メッキ端子採用

HDMI/同軸の出力端子には金メッキを
採用し、高品位な信号伝送を実現します。

光デジタル
音声出力端子

HDMI
出力端子

LAN
端子

アナログ2ch
音声出力端子

USB
端子

キレイ

Tokyo will
the 2020 Summer Olympic.
Tokyo will
the 2020 Summer Olympic.

play host toplay host to

英会話
Lesson

動きも
なめらか!

声のトーンは
そのまま!

早いセリフやダンスなどの
動きをゆっくり再生できます。
語学学習やダンスの練習
に最適です。

ディスクに録画した
映 画 やドラ マ も
すばやくチェック
できます。

短時間で
一気にチェック

ベンリ ベンリ

ベンリ ベンリ

安 心

ブルーレイはもちろん、DVDソフトの映像も
ハイビジョン画 質で観ることができます。
お気に入りのソフトを綺麗な映像で楽しめます。

置き場所を選びません

横幅36cm横幅36cm

AVCREC™

AVCREC™

AVCREC™

カウンターなどを表示できる表示窓を設けているので、
CDなどを再生する場合でも、テレビをつけずに再生状態
が確認できます。

リモコンのボタン一つで、大事なシーンを見逃したときに
10秒戻したり、一足先のシーンを見たい時に30秒送る
ことができます。


