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コンパクトなボ ディで 、

手 軽 に 4 K & H D R 体 験 。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・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。

2022

ブルーレイディスクプレーヤー／DVDプレーヤー

ブルーレイディスクプレーヤー
総合カタログ



アップコンバート出力対応

各シーンごとに適した明るさで忠実な映像を再現

最新のHDR規格である｢HDR10＋｣｢Dolby Vision｣の両方に対応。
HDRは、従来のSDR（スタンダードダイナミックレンジ）に比べてより広い
明るさの幅（ダイナミックレンジ）を表現できる技術で、より自然でリアル
な描写が可能です。従来のHDR（HDR10）は映像の明るさを表す
メタデータとして映像作品ごとの値を用いていましたが、｢HDR10＋｣
｢Dolby Vision｣は一歩進めて映像作品内のシーンごとのメタデータを
用いることにより、各シーンに適した明るさで表示し、映像制作者の
意図により忠実なHDR映像が再現できます。さらに、｢HDR10＋｣
｢Dolby Vis ion｣はHDR10と下位互換があるため、HDR10対応
テレビに接続した場合、HDR10相当の高画質で楽しむことができます。

開/閉ボタンを押せば、約1秒※4でトレイオープンしディスクをセット
できます。見たい時、すぐに映像ソフトやコンテンツが楽しめます。また、
幅320 mm×高さ46 mm×奥行193 mm（突起部含まず）の省スペース
設計で、薄型ラックやテレビの脇にもすっきり置けるので、場所を選ばず
レイアウトできます。

「HDR10＋」「Dolby Vision」両対応※3

4K映像を手軽に楽しめる

高速トレイオープン＆コンパクトデザイン

ハイレゾを含む音楽ファイルを再生し、ハイレゾオーディオ対応のアンプ
などのオーディオ機器で楽しめます※5。ホームネットワーク上のPCや
NAS※6からだけでなく、本体に接続したUSBフラッシュメモリでも再生
することができます。ファイル形式はWAV/FLAC/DSD/ALAC/AIFF/
MP3/AAC/WMAに対応。DSDは11.2MHz（２chのみサポート）/5.6MHz/
2.8MHz、WAV/AIFFは384kHz/24bitまで対応しています。

原音に忠実な高精細サウンドが楽しめる

ハイレゾオーディオ※5再生

次世代ブルーレイディスク規格に対応※1

次世代ブルーレイディスク規格であるUltra HD ブルーレイの再生に
対応。高精細かつ鮮やかで立体感のある美しい映像が楽しめます｡また、
HDMI（Ver.2.0）規格に準拠した4K/60p/4:2:2/36bit、4K/60p/
4:4:4/24bit、4K/24p（30p）/4:4:4/36bitなど高スペックでの4K
出力が可能。さらに、Ultra HD ブルーレイ規格のHDR信号の出力にも
対応しています。※2

Ultra HD ブルーレイ再生

ブルーレイディスクプレーヤー

LAN端子 デジタル音声出力端子HDMI出力端子

Ultra HD ブルーレイプレーヤー。※1
HDR10＋とDolby Visionに対応したコンパクトな
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オープン価格※

●背面端子部 ●付属品：リモコン、単3形乾電池（リモコン用）×2、ACアダプター
●HDMIケーブルは付属しておりません。

DC入力端子

18Gbps高速伝送に対応

オープン価格※
8m RP-CHK80-K
5m RP-CHK50-K

3m RP-CHK30-K
2m RP-CHK20-K

1.5m RP-CHK15-K
1m RP-CHK10-K

プレミアムHDMIケーブル別売品
1～5m 8m

有線のみ

ディーガの録画を見たい部屋に転送

有線LAN接続で、ディーガで録画した番組を、別の
部屋に転送して視聴できる「お部屋ジャンプリンク」が
楽しめます。

お部屋ジャンプリンク※7

約1秒の高速動作

※1 Ultra HD ブルーレイを再生するためには、著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDRで視聴するためには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HD ブルーレイ規格のHDR信号に対応す
る機器（ディスプレイ）や端子に接続してください。HDCP2.2に対応していない機器や端子に接続した場合、ハイビジョン解像度で、HDR信号をダイナミックレンジ変換して出力します。また、ディスクによっては正しく再生できない場合があります。4K/60p/4:2:0（8bit）ま
で対応の機器や端子に接続した場合、60p素材の再生はHDR信号をダイナミックレンジ変換して出力します。4K/60pに対応していない機器や端子に接続した場合、ハイビジョン解像度で出力します。HDRに対応していない機器や端子に接続した場合、HDR信号をダイ
ナミックレンジ変換して出力します。また、ディスクによってはハイビジョン解像度での出力、または正しく再生できない場合があります。その他、Ultra HD ブルーレイの再生に関する情報は（https://panasonic.com/jp/support/recorder/）でご確認ください。4K/60pを
お楽しみになりたい場合は、18Gbps対応のHDMIケーブル（別売）が必要です。 ※2 36bit出力=12bit（Y）+12bit（Cb）+12bit（Cr）。通常のブルーレイディスクの映像は24bit階調=8bit（Y）+8bit（Cb）+8bit（Cr） ※3 ［HDR10＋/Dolby Visionに関する注意事項］

Ultra HD
ブルーレイプレーヤー
（10万円未満）



●4K映像の視聴には、HDMIで4K/24p入力に対応した
ディスプレイが必要です。

フルハイビジョン画質（24p素材、BD-Video
のみ）の映像を4K信号に変換して出力。4K
（3840×2160画素）の高精細映像を楽しめます。

4Kアップコンバート

DVDの標準映像をフルHD信号に変換して
出力。より高精細な映像を楽しめます。

フルHDアップコンバート

HDMI規格のディープカラーに対応。
より階調豊かな色再現が楽しめます。

Deep Color

4K対応テレビでもフルHDテレビでも高画質映像を楽しめる。
お部屋ジャンプリンクやインターネット動画の視聴も可能
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オープン価格※

アップコンバート出力対応

●付属品：リモコン、単3形乾電池
  （リモコン用）×2、電源コード
●HDMIケーブルは付属しておりません。

●背面端子部

LAN端子AC入力端子 HDMI出力端子

ブルーレイディスクプレーヤー

ハイレゾ音源（FLAC/WAV/ALAC（最大192kHz/
24bit）、DSD（5.6MHz/2.8MHz））も楽しめます。

高音質技術

USBフラッシュメモリに保存した4K写真の
再生に対応しています。

4K写真再生

●1GB以上のUSB（別売）が必要です。

インターネットを利用して、BDビデオソフトの字幕や特典
映像などの追加コンテンツをダウンロードして楽しめます。

BD-LIVE

有線LAN接続で、ディーガで録画した番組を、
別の部屋に転送して視聴できる「お部屋ジャンプ
リンク」が楽しめます。

お部屋ジャンプリンク※7

●ハイビジョン映像をなめらかに再生「1080/24ｐ、
1080/60ｐ出力」　●約1秒の高速動作でストレスなく快
適「高速起動・高速トレイオープン」　●前回停止した場面
の続きから見られる「レジューム再生」　●ビエラのリモコ
ンで操作できる「HDMI-CEC対応」

その他の機能
YouTube（提供：Google LLC）、NETFLIX（提
供：Netflix株式会社）※8など豊富なネットコン
テンツが楽しめます。

ネットコンテンツ

●アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。ネット
サービス事業者が提供するアプリは提供事業者の都合により、
予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了
にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。

業界最小・最軽量＊のコンパクトサイズで置き場所を選ばない。
フルHDアップコンバート対応

業界最小・最軽量＊のコンパクトサ

ブルーレイディスクプレーヤー
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オープン価格※

＊国内市販のブルーレイディスクプレーヤーとして、
2022年4月12日現在（当社調べ）。
寸法 幅245mm×高さ38.5mm×奥行175mm
（突起部含まず）、質量 約0.8kg。

 業界最小・最軽量＊

コンパクトデザイン

●背面端子部
●付属品：リモコン、単3形乾電池（リモ
コン用）×2、ACアダプター
●HDMIケーブルは付属しておりません。

DC入力端子 HDMI出力端子

DVDの標準映像をフルHD信号に変換し、
より高精細な映像をお楽しみいただけます。

フルHDアップコンバート

HDMI規格のディープカラーに対応。
より階調豊かな色再現が楽しめます。

●1080/24p出力は、24pで記録されたBD-Videoと 
DVD-Videoの再生時のみ有効。

毎秒60フレームの1080/60p、毎秒24フレームの
1080/24pプログレッシブハイビジョン出力対応に
より、ハイビジョン映像を高精細で美しく再生します。

1080/24p、1080/60p出力

Deep Color

リモコンの電源ボタンを押すだけで、電源が
オフの状態から約1秒※4で画面を表示・操作、
また、開/閉ボタンを押せば、約1秒※4でトレイ
オープンしディスクをセットできます。

高速起動・高速トレイオープン

最後に再生したディスクの再生停止位置を自動
的に記録し、停止した場面から再生できます。

レジューム再生

ハイレゾ音源（FLAC/WAV/ALAC（最大192kHz/
24bit）、DSD（5.6MHz/2.8MHz）も楽しめます。

高音質技術

有線のみ

●HDR10＋仕様で映像出力するには、プレーヤー、コンテンツ、ディスプレイのすべてがHDR10＋に対応している必要があります。●Dolby Vision仕様で映像出力するには、プレーヤー、コンテンツ、ディスプレイのすべてがDolby Visionに対応している必要があります。
●HDR10＋/Dolby Vision仕様で映像出力を行っている場合は画質調整機能が無効になります。 ※4 高速起動（DP-UB45は非対応）はクイックスタート「入」時。高速トレイオープンは電源「入」時。 ※5  ハイレゾオーディオの再生にはHDMI入力端子を持つハイレゾ
オーディオ対応のアンプが必要です。 ※6 PCやNASがDLNAなどのサーバー機能に対応している必要があります。 ※7 お部屋ジャンプリンク対応のディーガが必要です。本機を無線LANルーターかディーガと有線LAN接続する必要があります。 ※8 Netflix視聴プランのメンバー
シップが必要です。詳細についてはNetflix公式サイト（https://www.netflix.com/jp/）をご覧ください。4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細は、（https://www.netflix.com/TermsOfUse）を
ご覧ください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

幅245 mm×高さ38.5 mm×奥行175 mmの省スペー
ス設計で、置き場所を選ばないレイアウトが可能です。

別売のビエラリンクパワーケーブル（HDMIケーブル）
で接続すればビエラのリモコンで操作できます。

HDMI-CEC



このカタログの記載内容は
2022年4月21日現在のものです。 DVD-JJBP2204

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックDIGA（ディーガ）・オーディオ
ご相談窓口におたずねください。

〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティングジャパン本部

panasonic.com/jp

※1 Ultra HD ブルーレイを再生するためには、著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDRで視聴するためには、HDCP2.2、
4K/60p/4：4：4、Ultra HD ブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器（ディスプレイ）や端子に接続してください。HDCP2.2に対応していない機器や端子に接続した場合、ハイビジョン解像度で、HDR信号
をダイナミックレンジ変換して出力します。また、ディスクによっては正しく再生できない場合があります。4K/60p/4:2:0(8bit)まで対応の機器や端子に接続した場合、60p素材の再生はHDR信号をダイナ
ミックレンジ変換して出力します。4K/60pに対応していない機器や端子に接続した場合、ハイビジョン解像度で出力します。HDRに対応していない機器や端子に接続した場合、HDR信号をダイナミック
レンジ変換して出力します。また、ディスクによってはハイビジョン解像度での出力、または正しく再生できない場合があります。その他、U l t r a  HD  ブルーレイの再生に関する情報は
https://panasonic.com/jp/support/recorder/でご確認ください。4K/60pをお楽しみになりたい場合は、18Gbps対応のHDMIケーブル（別売）が必要です。※2 カートリッジ付きのBD-RE
（Ver.1.0）は使用できません。※3 記録された機器でファイナライズが必要。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

ブルーレイディスクプレーヤー 仕様一覧

再 生 可 能
デ ィ ス ク

そ の 他
端 子

待 機 時
消 費 電 力

消 費 電 力

出 力 端 子

外 形 寸 法

付 属 品

クイックスタート「切」時：約0.3W
クイックスタート「入」時：約4.5W

クイックスタート「切」時：約0.5W
クイックスタート「入」時：約5W

クイックスタート「切」時：約0.5W
クイックスタート「入」時：約3.5W

幅320mm×高さ46mm×
奥行193mm（突起部含まず）

幅312mm×高さ43mm×
奥行180mm（突起部含まず）

幅245mm×高さ38.5mm×
奥行175mm（突起部含まず）

質 量 約1.2kg 約1.0kg 約0.8kg
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約13W 約10W 約6W

●USB2.0端子：前面1系統
●LAN端子：1系統（100BASE-TX、
10BASE-T）

●USB2.0端子：前面1系統
●LAN端子：1系統（100BASE-TX、
10BASE-T）

●USB2.0端子：前面1系統

リモコン、単3形乾電池（リモコン用）×2、
ACアダプター

リモコン、単3形乾電池（リモコン用）×2、
電源コード

リモコン、単3形乾電池（リモコン用）×2、
ACアダプター

●HDMI出力：2系統
※映像・音声×1
（4K/60p・30p・24p、
1080/60p・60i・24p、480/60p）
※音声×1（映像は出力されません）
●同軸デジタル音声出力：1系統

●HDMI端子：
1系統（4K/24p、1080/60p・60i・24p、
720/60p、480/60p）

●HDMI端子：
1系統（1080/60p・60i・24p、720/60p、
480/60p）

●Ultra HD Blu-ray※1
●BD-Video ［Blu-ray 3D、
BD-LIVE、BONUS VIEW］

●BD-RE※2［50GB/25GB］
（Ver.3.0/2.1準拠）
●BD-R［50GB/25GB（LTH対応）］
（Ver.1.1/1.2/1.3準拠）
●DVD-Video
●DVD-R/-R DL/-RW※3
●DVD+R/+R DL/+RW※3
●音楽CD（CD-DAフォーマット）
●CD-R/RW

●BD-Video［Blu-ray 3D、
BD-LIVE、BONUS VIEW］

●BD-RE※2［50GB/25GB］
（Ver.3.0/2.1準拠）
●BD-R［50GB/25GB（LTH対応）］
（Ver.1.1/1.2/1.3準拠）
●DVD-Video
●DVD-R/-R DL/-RW※3
●DVD+R/+R DL/+RW※3
●音楽CD（CD-DAフォーマット）
●CD-R/RW

●BD-Video［BONUS VIEW］
●BD-RE※2［50GB/25GB］
（Ver.3.0/2.1準拠）
●BD-R［50GB/25GB（LTH対応）］
（Ver.1.1/1.2/1.3準拠）
●DVD-Video
●DVD-R/-R DL/-RW※3
●DVD+R/+R DL/+RW※3
●音楽CD（CD-DAフォーマット）
●CD-R/RW

●UB45/BDT180/BD90とテレビとの接続には、HDMIケーブル（別売）が必要です。●UB45/BDT180/BD90はアナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

DVD-S500オープン価格※

約10W
約0.5W

コンポジット出力： 1系統 /アナログ音声出力： １系統
USB2.0端子：前面1系統

約1.1kg
幅 310mm×高さ 39mm×奥行 204mm（突起部含まず）

消費電力
待機時消費電力

外形寸法

その他端子
出力端子

質量

●付属品： リモコン、単4形乾電池（リモコン用）、
アナログ映像・音声ケーブル
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

＊AVCREC形式は非対応DVDプレーヤー DVDに録画した番組＊も楽しめる


