




高音質

便利機能

×２ ×2 ×2

スタンド含む 112.4×70.2×24.7cm／13.8kg

スタンド含まない 112.4×64.9×8.2cm／13.5kg

スタンド含む 96.9×60.7×19.2cm／10.1kg

スタンド含まない 96.9×56.3×8.7cm／10.0kg

省エネ基準達成率
191％

年間消費電力量
113kWh/年

※1

※2

省エネ基準達成率
185％

年間消費電力量
92kWh/年

※1

HJ50K323U オープン価格★

HJ43K300U オープン価格★

50V型
43V型

本体寸法【幅×高さ×奥行】／質量 4Kモデル専有機能

高画質

省エネ性能品番サイズ

4K Ultra HD
超高画質。
詳しくはP-5。

サウンドプロセッサーシステム
リアルな臨場感を実現。
詳しくはP-5。

最大7.1ディスクリートチャンネルによる
高品位サラウンドサウンド。詳しくはP-5。

Anyview Cast
スマートフォンやタブレットなどをテレビと
ワイヤレスで接続し、コンテンツを転送、
テレビの大画面で視聴できる。

MHL対応
スマートフォンとテレビをケーブルでつなぎ、
高画質映像をテレビの大画面で視聴できる。

ドルビーデジタルプラス

リモコンのマルチメディアボタンで、
HDMI接続した外部機器の中の、「写真」
「動画」「音楽」コンテンツを、ジャンル別
もしくは一括で操作できる。詳しくはP-6。

HDMIリンク／CEC機能

4K upscale
2K信号で入力しても
4K画質相当へアップ
コンバート。
詳しくはP-5。

PURE COLOR
色彩がよりリアルに。

詳しくはP-6・8。

※1 年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
※2 ダブルチューナー搭載ですが、２番組同時録画はできません。　●テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。●動画圧縮規格H.265／HEVCに対応したデコーダーを内蔵。

●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真・イラストの内容はイメージです。　★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハイセンス4Kで極上の臨場感と感動を手に入れよう！

50v 43v
ハ

50V型 HJ50K323U 43V型 HJ43K300U

リビングに映える美しい大画面。
臨場感たっぷりのサウンドと共に
4Kワールドを満喫。

インテリアにも、さりげなく馴染む
シンプルなデザイン。
手軽な4Kモデルをあなたに。
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USBハードディスク（別売）をテレビにつなぐだけで、かんたん録画

●電子番組表（EPG）は、電波状況、CATV、共聴システムによっては一部受信できない地域があります。また特定の放送局のデータが提供されない場合があります。 ●動作中に衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜い
たり、停電があった場合、故障や録画した内容が損なわれることがあります。 ●USBハードディスク（別売）が160GB未満の場合は使用できません。 ●1台に最大8台までのUSBハードディスク（別売）の登録が可能です。 
●本機でUSBハードディスク（別売）に録画した映像は、他の機器での再生はできません。（本機と同じ型番でも再生できません） ●USB3.0／2.0対応のUSBハードディスク（別売）の場合、4Kモデル以外の製品は
USB2.0で動作します。 ●動作確認済みの機種は当社ホームページ（http://www.hisense.co.jp）でご確認ください。

●万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめ
ご了承ください。 ●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。 ●映像比較（当社比）は、効果を説明するためのイメージです。 ●画面はハメコミ合成のイメージです。 ●写真・イラストの
内容はイメージです。

放送画質と録画時間の目安

容量1TBの場合

地上デジタル BS・110°CS 地上デジタル BS・110°CS

約120時間 約86時間 約240時間 約172時間

デジタル放送

容量2TBの場合

TS HD
（ハイビジョン）

美しさと迫力に溢れる、極上の4K画質

聴きやすく、臨場感と拡がりに溢れる高音質

専用ボタンから、簡単に外部機器のコンテンツを操作できる便利機能

見やすく選びやすい「番組表（EPG）」

フルハイビジョンの4倍のきめ細かさで表現できる、3840×2160画素
／829万画素の4K。大画面で見ても、画素の粗さが気になりません。

2K信号の映像を4K画質相当にアップコンバート。
いつもの番組をより美しく楽しめます。

『Smooth Motion Rate』の略で
LEDバックライトをコントロールすることによって残像感を軽減する
ハイセンスのオリジナル技術です。

進化を続けるメディア向けに設計された高度なサラウンドサウンド
オーディオ技術『ドルビーデジタルプラス』も搭載。
ドルビーオーディオによってサウンドに奥行きと力強さが出て、ヘッド
フォンやデバイスのスピーカーを通してリアルなサウンドを実現します。
騒音の多い環境でもクリアに聞こえます。

さらに充実した機能で、より美しく、もっと便利に。

視聴予約 録画予約／毎週予約
リモコンのカーソルボタンで番組を選択・決定して、視聴予約や録画予約ができます。
視聴予約は青いマーク、録画予約は赤いマークでわかりやすく表示されます。

決められたワードで自動的に番組を検索して
録画予約ができます。

自動予約

※録画時間は目安です。表記の録画時間とは異なる場合があります。 ※USBハブを経由して、 USBハードディスク（別売）を利用することはできません。
※このカタログに掲載されているテレビは、160GB～4TBまで認識します。(HS24A220のみ、160GBから2TBまで)

※HJ50K323Uのみ対応します。

ダブルチューナー搭載で裏番組も同時録画OK
番組を視聴中、地上デジタル放送やBS・110°CSの裏番組を同時に録画することができます。

地デジ BS・110°CS

拡大表示番組表メニュー番組詳細決定
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リモコンのマルチメディアボタンで、HDMI接続した外部機器の中の、「写真」「動画」「音楽」コンテンツを、
ジャンル別もしくは一括で操作できます。

マルチメディア 4
K
モ
デ
ル
専
有
機
能

4
K
モ
デ
ル
専
有
機
能

全
モ
デ
ル
共
通
機
能

4K upscale

最大7.1ディスクリートチャンネルによる高品位
サラウンドサウンド【ドルビーデジタルプラス】

on off on off on off on onoff

現できる 3840×2160画素

EN-2P27

HJ50K323U / HJ43K300U

低音を増強し、セリフを明瞭かつ自然にし、
音場を広げ全体の音質を最適化する技術です。

音響心理学に基づいた信号処理により、音を
視聴者のそば、後ろ、そして頭の上に定位させ
サラウンドサウンドを作る技術です。

Dレンジが大きな信号ソースやコマーシャル、
チャンネル切り替えや入力ソースの切り替え時
に発生する極端な音量変化に対して、音の
大きさを一定にする技術です。

テレビの音質を、2chのままで格段に心地良くする
最新サウンドプロセッサーシステム【dbx-tv】搭載
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HJ55K3120 / HJ49K3120 / HJ43K3120 / HJ32K3120
HS24A220 / HJ20D55



共通機能

高画質 録画機能

再生機能便利機能

直下型LEDバックライト
明暗部による色ムラの少ない、
発色豊かな映像を再現。

1,920×1,080の画素数に対応。
ハイビジョン放送の映像を忠実に再現。

＊24V型：HS24A220のみ、エッジ式LED。

＊

USBハードディスク録画対応
USBハードディスク（別売）を接続して、
簡単に録画が可能。

3波裏番組録画
地デジ、BS・110°CSをそれぞれ2チューナー搭載で、
番組の視聴中に裏番組録画が可能。※2

追いかけ再生
録画中の番組を先頭から再生できる。

30秒スキップ
リモコンのボタンをひと押しで、
約30秒先のシーンにスキップ。

10秒バック
リモコンのボタンをひと押しで、
約10秒前のシーンにバック。

HDMI入力
HDMI端子対応機器を2台同時に接続が可能。

スーパーバス機能
人間の視聴特性に着目し、低音域のデータを
補完することで、臨場感豊かな音を再現。
（HS24A220を除く）

ギャラリーモード
USB接続でUSBメモリーなどに保存した
JPG形式の写真が見られる機能。×２ ×2 ×2

スタンド含む 123.5×77.1×26.2cm／15.5kg

スタンド含まない 123.5×71.7×8.4cm／15.0kg
省エネ基準達成率
177％

年間消費電力量
140kWh/年

※1
HJ55K3120 オープン価格★55V型

スタンド含む 109.9×69.1×24.6cm／12.1kg

スタンド含まない 109.9×64.3×8.5cm／11.9kg

省エネ基準達成率
199％

年間消費電力量
105kWh/年

※1
オープン価格★49V型

スタンド含む 97.1×61.1×19.2cm／9.3kg

スタンド含まない 97.1×57.0×8.7cm／9.1kg

省エネ基準達成率
212％

年間消費電力量
80kWh/年

※1
オープン価格★43V型

スタンド含む 73.4×47.5×18.0cm／4.8kg

スタンド含まない 73.4×43.7×8.8cm／4.6kg

省エネ基準達成率
122％

年間消費電力量
67kWh/年

※1
オープン価格★32V型

スタンド含む 56.3×39.0×15.0cm／4.4kg

スタンド含まない 56.3×34.4×4.4cm／4.2kg

省エネ基準達成率
122％

年間消費電力量
54kWh/年

※1
HS24A220 オープン価格★24V型

スタンド含む 46.2×30.0×14.8cm／2.2kg

スタンド含まない 46.2×27.6×8.1cm／2.0kg

省エネ基準達成率
128％

年間消費電力量
45kWh/年

※1
HJ20D55 オープン価格★20V型

本体寸法【幅×高さ×奥行】／質量

かんたん便利な多機能リモコン（EN-32964HS）付属

省エネ性能品番サイズ

録画や録画番組検索、録画容量の残量チェック、録画再生中の
「10秒バック」「30秒スキップ」などがリモコン1つで簡単に操作できます。

フルハイビジョン

※1 年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
※2 ダブルチューナー搭載ですが、２番組同時録画はできません。　●テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。

●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真・イラストの内容はイメージです。　★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

リビングからプライベートルームまで、楽しむ場所に合わせて選べる　　豊富なラインアップ。

55V型
HJ55K3120

49V型 43V型 32V型 24V型
HS24A220

20V型
HJ20D55
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