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動作確認済ＵＳＢハードディスク対応機器一覧



















取扱説明書             1部
クイックガイド(本書)   1部 部

転倒防止器具　１本
ねじ　        １本

ビデオ２入力用
変換アダプター １本

B-CASカード用ねじ１本
盗難防止金具     １個

台座　  １式
ねじ　１２本

ビデオ１入力用（音声）
変換アダプター  １本





やわらかい布 ねじＡ（M4,長さ12mm) X 4本

1.画面を傷つけないように毛布や保護シートを敷き、画面を下にして
  本機を置く。

2.図２で示されるように、本機の台座に台座用の首の部分をはめ込み、
  ねじA (M4, 長さ12mm x 4本）を使って首の部分をしっかりと止める。

図１ 図２

図３ 図４

ねじＡ（M4,長さ12mm) X 2本

ねじB（ST4,長さ14mm) X 2本

ねじC（M5,長さ12mm) X 4本

3.図３で示されるように、台座用の首の部分に本機の背面に取り付ける接
  続部分を、ねじA (M4, 長さ12mm x ２本）、ねじB(ST4, 長さ14mm x 2本）
  を使ってしっかりと止める。

4.図４で示されるように、本機と台座のねじ穴を合わせ、ねじC
  (M5,長さ12mmｘ4本)を使ってしっかりと固定する

ねじＡ（M4,長さ12mm) X 6本

ねじB（ST4,長さ14mm) X 2本 ねじC（M5,長さ12mm) X 4本





















ビデオ２入力用
変換アダプター
(付属品)





640   X  480    @60Hz
800   X  600    @60Hz
1024 X  768    @60Hz
1280 X  1024  @60Hz
1360 X  768    @60Hz
1366 X  768    @60Hz













緑ボタンで[番組をさがす]の画面を表示します。２入力用









の前回再生時の停止位置をラストメモリするかを設定します。

リピート再生す

るかを設定します。
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型番 LTDN50K310RJP
本体・色/素材 前面:ピアノブラック 背面:マットブラック

電源 内蔵AC100V，50/60Hz

消費電力*1 30 W 
待機電力（※リモコンでの電源OFF時） 0.3W
年間消費電力 *2 37 kWh
省エネ基準達成率（※目標年度 2012
年度) 157%

液晶機能

画面寸法 cm ×  cm
画素数 1920×1080
色再現 1,670万色
パネルコントラスト
比

5000:1

視野角(上下/左右)                  
(※CR値＞ 2 0） 176°/ 176°

応答速度 6.5 ms

チューナー
チューナー 地上デジタル x 2 / BS・110度CSデジタル x 1
受信可能チャンネ
ル

地上デジタルUHF、CATV （※CATVパススルー方式 *3）、000-999
BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル

ビデオ機能
D4入力 480i/480p/720p/1080i
HDMI入力 480i/480p/720p/1080i/1080p

パソコン入力フォーマット
（D-Sub入力） *5

640×480＠60Hz、800×600＠60Hz、1024×768＠60Hz、1280×1024＠60Hz
1360×768＠60Hz、1366×768＠60Hz

スピーカー
構成 内蔵ステレオ1ウェイ
脱着 不可

音声機能
出力 10 W×2
音声多重 あり
サラウンド あり

入出力端子

アンテナ端子 地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力、各１

映像入力

コンポジットビデオ入力端子（RCAピン）×1

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

音声入力

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）
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)

音声出力
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
外付けUSBハード
ディスク接続

USB端子×2 （本体背面×2 ）*4

デジタル放送関連
EPG(※電子番組表、当日含めて８日分) / データ放送 / 字幕放送
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カードスロット×1

録画/再生機能関連 （外付けUSB
ハードディスク接続時）

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）
再生機能（再生 / スロー再生 / 早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生 / 30秒スキップ / 10秒

バック )
編集機能（番組分割 / サムネイル設定 / チャプター設定 / タイトル設定 / プレイリスト作成・編集 / 

ダビング機能 (同一USBハードディスク内または2台のUSBハードディスク間)）
赤外線リモコン 専用リモコン：EN-32954
オンスクリーンディスプレイ あり
チルト＆スイーベル機能 チルト： ありスイーベル：なし
壁掛け対応 あり 【VESA:400*400】
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付属品
取扱説明書、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（レッド）

B-CASカード盗難防止金具、ビデオ１/2入力用変換アダプター、転倒防止金具

使用環境・保管環
境

温度 使用環境：5℃～35℃ 保管環境：-20℃～60℃
湿度（結露なきこ
と）

使用環境：20%～65%RH 保管環境：10%～80%RH

高度 使用環境：0～1,980m 保管環境：0～2,980m
本体寸法 スタンド含む 150 mm × 745 mm × 285 mm
（幅×高さ×奥行） スタンド含まない 150 mm × 688 mm × 56 mm

本体質量
スタンド含む 21 kg
スタンド含まない 24 kg
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LTDN50K310RJP
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動作確認済ＵＳＢハードディスク対応機器一覧

※本機器が対応しているハードディスクの容量（公称値）は２ＴＢまでです。
※ＵＳＢハードディスクの動作を保証するものではありません。
※最新の情報については、弊社ホームページで公開する予定です。
（www.hisense.co.jp）

メーカー名：バッファロー
型名：
・HD-ALSU2/V
・HD-LSU2
・HD-AVU2
・HD-ALU2
・HD-LEMU2
・HD-ALCU2/V
・HD-LBU3
・HD-LBFU2
・HD-PCTU2
・HD-PCTU3

（２０１２年 5 月 25 日 現 在）
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