
 

2012年 6月 29日 

報道関係各位    
    

5555 月月月月 9999 日日日日発表発表発表発表    プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース    

「ブルーレイディスク／DVD レコーダー『BR629J』『BR625J』 
    

発売延期発売延期発売延期発売延期のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

おおおお詫詫詫詫びとびとびとびと訂正訂正訂正訂正    
 
LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役社長：李揆弘  本社：東京都港区)が、5

月 9 日に発表しました『LG 初のブルーレイディスク／DVD レコーダー2 機種を新発売』の製品の発売日

が延期となりましたので、下記のとおりご連絡申し上げます。 

皆様にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 

 

また、併せて変更を反映したニュースリリースを改めて添付いたしますので、ご査収の程、お願い申し

上げます。 

 

 

-記- 
 

発売日 
製品名 価格 

変更前 変更後 

BR629J 
\OPEN 

(予想実売価格：7万円前後) 

BR625J 
\OPEN 

(予想実売価格：6万円前後) 

6 月下旬 7 月上旬 

 
 

※両モデルともに発売日が 6月下旬から 7月上旬に延期となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者からのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先 

 
担当：LG 広報代理（共同ピーアール株式会社）  

第八業務局 小林 
Email: m-kobayashi@kyodo-pr.co.jp  

TEL: 03-3571-5238（直通） FAX: 03-3571-5380 
 

ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社 
広報担当 金 東建 （キムドンゴン） 

Email: donggun.kim@lge.com 
TEL: 03-3588-1917（直通） FAX: 03-3586-3984 
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平成 24年 6 月 29日 

報道関係 各位 
 

録画機能が充実したネットワーク／3D 対応モデル 

LG 初のブルーレイディスク/DVD レコーダー 2機種を新発売 

7 月上旬発売開始 

 

LG Electronics Japan株式会社 

 

 LG Electronics Japan株式会社 (代表取締役社長：李揆弘  本社：東京都港区)は、LG では初めて

となるブルーレイディスク/DVD レコーダー「BR629J」「BR625J」の 2 機種を 2012年 7 月上旬よ

り発売します。 

 本製品は、W チューナー搭載による 2番組同時録画はもちろん、最長 1097※1時間のフルハイビ

ジョン録画や、外付け USBハードディスクによる録画容量増設、さらに大容量ディスク「BDXL™」

への対応など録画機能が充実しているほか、ホームネットワーク「DLNA」や「ブルーレイ 3D™」

の再生にも対応します。 

 

※1 BR629J 1TB HDDに 12倍録画（AE）モード （約 2Mbps）録画時の目安時間になります。 

 

製品名 内蔵HDD 価格 発売日 

 

BR629J 

  
1TB 

\OPEN 

(予想実売価格：7万円前後) 

 

BR625J 

 

 

 

 

500GB 
\OPEN 

(予想実売価格：6万円前後) 

7 月上旬 

 

 

 



 

＜主な特長＞ 

 

１１１１．．．．2 番組同時番組同時番組同時番組同時フルハイビジョンフルハイビジョンフルハイビジョンフルハイビジョン長時間録画長時間録画長時間録画長時間録画にににに対応対応対応対応 

地上・BS・110 度 CS デジタルチューナーを 2 つ搭載しているため、時間帯が重なる 2

つの番組の録画も可能。MPEG4AVC/H.264エンコーダーを搭載により、フルハイビジョン

で約 12倍※2の長時間録画に対応するため、内蔵ハードディスクの容量が 1TB の「BR629J」

の場合、最長約 1097時間※1の録画が可能になります。 

※2 BSデジタル放送のハイビジョン映像を DR モードで記録した場合と、AE モードで記録した場合の比較。 

 

 

 

２２２２．．．．外付外付外付外付けけけけ USBハードディスクハードディスクハードディスクハードディスク（（（（別売別売別売別売りりりり））））対応対応対応対応でででで、、、、録画容量録画容量録画容量録画容量をををを手軽手軽手軽手軽にににに増増増増やせるやせるやせるやせる 

 1台あたり4TBまでの外付けUSBハードディスクを最大8台※3まで登録することが可能で

す。内蔵のハードディスクがいっぱいになってしまっても、後から簡単に録画容量を増や

すことができるので、残量を気にせず録りだめすることができます※4。各ハードディスク

に名前も登録でき、家族それぞれ自分専用のディスクを持ったり、ドラマや映画、スポー

ツなどのジャンルごとに管理することも簡単です。 

※ 3 複数台同時に接続することはできません。 

※ 4 外付けUSBハードディスクへ録画はDRモードのみです。ダビングはその他のモードも選択できます。 

 

 

 

 ３３３３．「．「．「．「BDXL™ 」」」」にににに対応対応対応対応しししし、、、、ディスクディスクディスクディスク 1 枚枚枚枚にににに最長約最長約最長約最長約 107時間時間時間時間もももも録画録画録画録画がががが可能可能可能可能 

 大容量ブルーレイディスクの規格「BDXL™」に対応。3 層式（100GB）のブルーレイ

ディスクに 12倍録画（AE）モード（約 2Mbps）で録画すれば、ハイビジョン映像を約 107

時間分記録することが可能です。 

 

 

 

 ４４４４．「．「．「．「DLNA ※※※※5」」」」にににに対応対応対応対応しししし、、、、録画録画録画録画コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツをををを別室別室別室別室からでもからでもからでもからでも再生可能再生可能再生可能再生可能    

 ホームネットワーク「DLNA」対応のテレビやパソコン、ブルーレイディスクプレーヤ

ーなどの再生機器（クライアント機器）と LAN ケーブル（別売り）で接続すれば、本機の

内蔵ハードディスクや外付け USB ハードディスク に記録されている番組を他の部屋から

でも再生することができます※6。 

   ※5 本機は DTCP-IP（著作権保護技術）に対応しています。 

※6 2 台以上のクライアント機器で同時に再生はできません。使用環境や動作状況によっては、クライアント機器側で

の再生映像・音声に乱れが生じる、あるいは再生できない場合があります。 



 

 

５５５５．「．「．「．「ブルーレイブルーレイブルーレイブルーレイ 3D™」」」」のののの再生再生再生再生、、、、3D3D3D3D 映像映像映像映像のののの奥行奥行奥行奥行きききき調整調整調整調整にににに対応対応対応対応 

    「ブルーレイ 3D™」の再生に対応し、LG の Smart TV/CINEMA 3D シリーズなどの 3D

対応テレビや、 3D 対応モニターと HDMI ケーブルで接続し、専用の 3D メガネ※7をかけ

れば臨場感ある 3D 映像を楽しむことができます。また 3D 映像の奥行きを調整することも

可能です。 

※7 3D対応テレビ、3D対応モニター、3Dメガネは別売りです。 

 

 

 

 ６６６６．．．．約約約約 1111 秒秒秒秒のののの高速起動高速起動高速起動高速起動 

 電源ボタンを押してから約 1 秒の高速起動に対応※8。電源を入れてから録画や ディス

ク再生などの操作ができるようになるまで待つ必要がなくなるため、すぐに録画したい番

組があるときなどに便利です。また待機モードは、通常待機や省エネ待機の選択も可能な

ので、普段家にいない時間帯は省エネ待機設定にして、使用頻度が高い時間帯のみ高速起

動モードに設定することもできます※9。高速起動モードの設定時間は３時間単位で最大 2

つまで設定することができます。 

※8 機器の状態によっては起動時間が異なる場合があります。高速起動モード時は、通常待機時や省エネ待機時に比

べて待機消費電力が高くなります。 

※9 省エネ待機時は、通常待機時よりも起動に若干時間がかかりますが、待機時の消費電力を抑えることができます。 

 

 

 

７７７７．．．．一発予約一発予約一発予約一発予約やややや番組検索予約番組検索予約番組検索予約番組検索予約でででで番組番組番組番組予約予約予約予約もももも簡単簡単簡単簡単 

番組表を表示して予約したい番組を選択するだけで簡単に予約を行うことができます。

また映画やドラマ、スポーツ、バラエティなどジャンルを絞って番組検索する予約機能に

も対応します。 

 

     

 

８８８８．．．．超解像技術超解像技術超解像技術超解像技術のののの搭載搭載搭載搭載によりによりによりにより、、、、標準画質標準画質標準画質標準画質のののの DVD ややややテレビテレビテレビテレビ放送放送放送放送※10
をさらにをさらにをさらにをさらに高画質高画質高画質高画質にににに再現再現再現再現 

 さまざまな標準画質の映像コンテンツをハイビジョン画質にアップコンバートする超解

像技術を搭載。市販の DVD ソフトなども、より高画質な映像で楽しむことができます。 

※10 ハイビジョン画質の映像に対しては効果がありません。 

 

 

 

 



 

９９９９．．．．デジタルカメラデジタルカメラデジタルカメラデジタルカメラのののの写真閲覧写真閲覧写真閲覧写真閲覧やややや、、、、デジタルビデオカメラデジタルビデオカメラデジタルビデオカメラデジタルビデオカメラのののの動画再生動画再生動画再生動画再生もももも可能可能可能可能 

          前面の USB 端子にデジタルカメラを接続して JPEG 形式の写真を閲覧したり、ハイビジョン対応

のデジタルビデオカメラを接続して、撮影した AVCHD 方式の動画を本機の内蔵 ハードディスク

に取り込み、再生することもできます※11。 

※11 AVCHD 方式で録画したファイナライズ済みのディスクも再生可能です。 

    

    

 

１０１０１０１０．．．．リモコンリモコンリモコンリモコンひとつでひとつでひとつでひとつで操作可能操作可能操作可能操作可能なななな「「「「SIMPLINK 」」」」にににに対応対応対応対応 

「SIMPLINK」対応の LG 製のテレビと HDMI で接続すれば、テレビのリモコンひとつで操作

が可能になります。 

 

 

 

１１１１１１１１．．．．3D3D3D3D やややや ARCARCARCARC にににに対応対応対応対応したしたしたした HIGH SPEEDHIGH SPEEDHIGH SPEEDHIGH SPEED 対応対応対応対応のののの HDMI ケーブルケーブルケーブルケーブルをををを同梱同梱同梱同梱 

本製品では、3D 映像の再生や ARC（オーディオリターンチャンネル）に対応した HDMI ケ

ーブルを同梱していますので、買ったその日からテレビなどの映像表示機器と接続して高精

細な画質や迫力ある音声を楽しむことができます。 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■主主主主なななな仕様仕様仕様仕様    

 

型名 BR629J BR625J 

内蔵ハードディスク容量 1TB 500GB 

地上デジタル ○×2 

BS デジタル ○×2 

チューナー 

110 度 CS デジタル ○×2 

CATV パススルー ○ 

録画可能メディア ●内蔵ハードディスク ●外付け USB ハードディスク 

●BD-RE Ver.2.1 ●BD-RE Ver.2.1 ●BD-RE TL Ver.3.0  

●BD-R Ver.1.1/1.2/1.3 ●BD-R DL Ver.1.1/1.2/1.3 

●BD-R TL Ver.2.0 ●BD-R QL Ver.2.0 

●BD-R LTH Ver.1.1/1.2/1.3 

●DVD-R Ver.2.0/2.1 ●DVD-R DL Ver.3.0 

●DVD-RW Ver.1.1/1.2 

※8cm ブルーレイディスク、8cmDVD ディスクは記録できません。 

再生可能メディア ●内蔵ハードディスク ●外付け USB ハードディスク 

●BD-RE Ver.2.1 ●BD-RE DL Ver.2.1 ●BD-RE TL Ver.3.0 

●BD-R Ver.1.1/1.2/1.3 ●BD-R DL Ver.1.1/1.2/1.3 

●BD-R TL Ver.2.0 ●BD-R QL Ver.2.0 

●BD-R LTH Ver.1.2/1.3 ●DVD-RW（ファイナライズ済み） 

●DVD-R（ファイナライズ済み） ●DVD-R DL（ファイナライズ済み） 

●音楽 CD（CD-DA） ●DTS-CD（CD-DA） ●CD-R/RW（CD-DA、JPEG） 

●SD カード（JPEG） ●USB 機器（JPEG） 

※他機で記録されたディスクは、記録された機器でファイナライズが必要です。 

映像記録方式 MPEG2、MPEG4-AVC 

音声記録方式 ドルビーデジタル（2ch）、MPEG2-AAC（5.1ch） 

入出力端子 ●映像入出力：入力 1系統、出力 1系統 

●2ch アナログ音声入出力：入力 1系統、出力 1系統 

●光デジタル音声出力：1系統 

●HDMI 映像・音声出力：1系統 

●USB 端子：2系統（※背面端子は外付けハードディスク専用） 

●SD メモリーカードスロット：1系統 

付属品 アンテナケーブル / HDMI ケーブル / リモコン /リモコン乾電池 

取扱説明書 / 保証書 / B-CAS カード 

消費電力 約 28W 

年間消費電力 28.6kWh/年 26.1kWh/年 

0.2W 待機時消費電力 

待機設定「省エネ待機」、地上デジタルアッテネーター「入」、アンテナ出力「入」、

BS・110 度 CS アンテナ電源「供給しない」時、高速起動設定時間帯を除く 

外形寸法 

（幅×高さ×奥行き） 
約 430mm×53mm×205mm（突起部含まず） 

質量 約 2.9kg 約 2.4kg 

 



 

 

■内蔵内蔵内蔵内蔵 HDDHDDHDDHDD 録画時間録画時間録画時間録画時間    

 

BR629J BR625J 録画モード 記録ビットレート 

1TB 500GB 

地上デジタル 

HD 放送：17Mbps 
約 130 時間 約 64 時間 

BS デジタル 

HD 放送：24Mpbs 
約 92 時間 約 46 時間 

DR モード 

BS デジタル 

SD 放送：12Mpbs 
約 184 時間 約 92 時間 

AF モード 約 12.9Mpbs 約 171 時間 約 85 時間 

AN モード 約 8.6Mbps 約 257 時間 約 128 時間 

約 4.36Mbps 約 506 時間 約 252 時間 
AE モード 

約 2Mpbs 約 1097 時間 約 547 時間 

XP モード 約 9.5Mbps 約 231 時間 約 115 時間 

SP モード 約 4.7Mpbs 約 462 時間 約 230 時間 

LP モード 約 2.3Mpbs 約 930 時間 約 464 時間 

約 1.6Mpbs 約 1375 時間 約 686 時間 
EP モード 

約 1.2Mpbs 約 1845 時間 約 920 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■LG Electronics Japan 株式会社 会社概要 

 

 社  名  LG Electronics Japan 株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 

 本  社  〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 9 階 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.lg.com/jp 

 設  立  1981 年 1 月 

 代 表 者  代表取締役社長 李  揆弘 （リ・ギュホン） 

 事業部門  ホーム・エンターテイメント事業  液晶テレビ、液晶モニター、デジタルサイネージ、

ブルーレイプレーヤー、AV 機器、光学ストレージ、

記録メディア 

         モバイル通信事業 携帯端末、通信モデム 

         ホーム・アプライアンス事業           洗濯機、掃除機、冷蔵庫、ワインセラー 

 営業拠点  大阪営業所（大阪市中央区） 

          名古屋営業所（名古屋） 

          九州営業所（福岡） 

 研究拠点  LG エレクトロニクスジャパンラボ（東京都品川区） 

日本デザイン研究所（東京都港区） 

 

 

報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者からのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先    

    

担当：LG 広報代理（共同 PR 株式会社）  

第一業務局 小林 

Email: m-kobayashi@kyodo-pr.co.jp  

TEL: 03-3571-5326（直通） FAX: 03-3574-0316 

 

ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社 

広報担当 金 東建 （キムドンゴン） 

Email: donggun.kim@lge.com 

TEL: 03-3588-1917（直通） FAX: 03-3586-3984 

 
 

 


