仕様
型番

24V型 HS24A220

32V型 HS32K225

40V型 HS40K225

55V型 HS55K220

JANコード

4580341982006
前面:ピアノブラック
背面:マットブラック

4580341982013
前面：メタリックグレー
背面:マットブラック

4580341982020
前面：メタリックグレー
背面:マットブラック

4580341982037
前面:ピアノブラック
背面:マットブラック

45 W
0.3 W
54 kWh
122%
52 x 29 cm
1366 x 768
1,670万色
3000:1

55W
0.3W
68 kWh
120%
69 x 39 cm
1366 x 768
1,670万色
1200:1

176°/ 176°

178°/ 178°

本体・色/素材
電源

内蔵 AC100V，50/60Hz

消費電力
待機電力 （※リモコンでの電源OFF時）
年間消費電力 （※標準設定時）
省エネ基準達成率
画面数法
画素数
色再現
液晶機能

チューナー
ビデオ機能

パネルコントラスト比
視野角(上下/左右)※
CR値 ＞20

倍速機能
応答速度
チューナー
受信可能
チャンネル
D4入力
HDMI入力

パソコン入力フォーマット（D-Sub入力）
パソコン入力フォーマット（HDMI入力）
スピーカー
音声機能

構成
脱着
出力
音声多重
サラウンド
アンテナ端子
映像入力

入出力端子

音声入力

音声出力
外付けUSBハード
ディスク接続

70 W
0.3W
77 kWh
194%
88 × 49 cm
1920×1080
1,670万色
3000:1

160 W
0.3 W
185 kWh
134%
122 × 73 cm
1920×1080
1,670万色
1200:1

176°/ 176°

176°/ 176°

なし
8.5 ms

8 ms
6.5 ms
8 ms
地上デジタル x 2 / BS・110度CSデジタル x 2 ※¹
地上デジタル UHF、CATV （※CATVパススルー方式）、000-999 ※²
BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル
480i/480p/720p/1080i
480i/480p/720p/1080i/1080p
640×480＠60Hz、800×600＠60Hz、1024×768＠60Hz
1360×768＠60Hz、1366×768＠60Hz、1920×1080@60Hz
640×480＠60Hz、800×600＠60Hz、1024×768＠60Hz、1280×768＠60Hz
1360×768＠60Hz、1366×768＠60Hz、1280×1024@60Hz、1920×1080@60Hz
内蔵ステレオ1ウェイ
不可
2W×2
6W×2
7W×2
10W×2
あり
あり
地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力、各1
コンポジットビデオ入力端子（RCAピン）×1 ※³
D4入力端子×1
PCアナログ入力端子 （D-sub15ピン）×1
HDMI入力端子 （Ver. 1.3）×2 ※CEC機能対応
ステレオ入力端子 （ステレオRCAピン）×1（コンポジットビデオ用）※³
ステレオ入力端子 （ステレオRCAピン）×1（D4用）
ステレオ入力端子 （ステレオミニ）×1（PC用）
HDMI入力端子×2 (映像入力と一体)
光デジタル音声出力端子×1 (地上デジタル/BS・110度CSデジタル/HDMIのみ対応）
ステレオヘッドホン出力端子（ステレオミニ ホンジャック）×1
USB2.0端子×1 ※⁴ ※⁵

EPG(※電子番組表、当日含めて８日分) / データ放送 / 字幕放送
デジタル放送関連
双方向（※データ放送）サービス・イーサネット(RJ-45端子)×1
B-CASミニカードスロット×1
録画機能（ クイックタイマー録画（裏録画） / 番組表録画 / マニュアル録画 （時間指定録画））
再生機能（再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生 / 部分反復再生(A-Bリピート) /30秒スキップ / 10
秒バック )
録画/再生機能関連 （外付けUSBハードディ
スク接続時）
編集機能（タイトル設定 /写真表示機能(JPEG形式のみ)）

※1 地上／BS／110 度 CS デジタル放送で番組を視聴中、放送の裏番組を同時に録画することができます。
※2 同一周波数パススルー方式(UHF)、周波数変換パススルー方式(VHF)の両方に対応
※3 付属のビデオ入力用変換アダプターを使い、ミニジャックから RCA 入力端子に変換します。
※4 対応している USB ハードディスク容量は 160GB 以上 2TB までです。
※5 USB メモリスティック接続して写真表示することもできます。ただし動画再生はできません。

赤外線リモコン
オンスクリーンディスプレイ
チルト＆スイーベル機能
壁掛け対応

付属品

あり【VESA:75×75】
取扱説明書、
クイックスタートガイド、
保証書、
アンテナケーブル×1、
リモコン 単4電池【2本】、
台座、
B-CASカード（Mini）、
B-CASカード固定具、

リモコン 単4電池【2本】、
台座、
B-CASカード（Mini）、
B-CASカード固定具、
転倒防止用ひも

あり【VESA:200×200】
取扱説明書、
クイックスタートガイド、
保証書、
アンテナケーブル×1、
電源コード
リモコン 単4電池【2本】、
台座、
B-CASカード（Mini）、
B-CASカード固定具、
転倒防止用ひも

D端子/VGA入力用(音声)
変換アダプター×1

D端子/VGA入力用(音声)変換アダプター×1
ビデオ入力用変換アダプター×1

D端子/VGA入力用(音声)
変換アダプター×1

563 × 390 ×150
563 × 344 × 44
4.4
4.2

使用環境：5℃～35℃ 保管環境：-20℃～60℃
使用環境：20%～65%RH 保管環境：10%～80%RH
使用環境：0～1,980m 保管環境：0～2,980m
729 × 463 × 170
913 × 574 × 192
729 × 429 × 90
913 × 531 × 82
5
9
4.8
8.5

1239 × 771 × 269
1239 × 717 × 83
17
16.5

温度
使用環境・保管環境
本体寸法
（幅×高さ×奥行）
本体質量

湿度（結露なきこと）

高度
スタンド含む (mm)
スタンド含まない (mm)

スタンド含む (kg)
スタンド含まない(kg)

専用リモコン：EN-32964HS
あり
チルト：なし スイーベル：なし
あり【100×100】
あり【100×100】
取扱説明書、
クイックスタートガイド、
保証書、
アンテナケーブル×1、

