
ダブルチューナー搭載で裏番組も同時録画 OK 

USBハードディスク（市販品）を接続すれば、地上・BS・110°CSデジタル放送の番組を
高画質で録画できます。さらに、3 波それぞれにダブルチューナーを搭載しているので、
番組を見ながら別のチャンネルの番組を録画できる裏番組録画が可能です。
※2番組同時録画はできません。

新時代のスマート TV、「Hisense SMART」

世界各国でスマートテレビを展開してきたハイセンスが、厳選したビデオ・オン・
デマンド（VOD）サービスを搭載。シンプルさにこだわった使いやすいインター
フェイス画面、リモコンには、VODサービスに直接アクセスできる使いやすい
ボタンも装備しました。さらにその他、スマートフォンのミラーリング機能など、

リビングの主役であるテレビに求められる性能を充実させています。
●5つのビデオ・オン・デマンドサービスに対応：
YouTube/アクトビラ /TSUTAYA TV/U-NEXT/クランクイン ！ ビデオ

見やすく選びやすい「番組表（EPG）」

「視聴予約(録画予約／毎週予約)」は、リモ
コンのカーソルボタンで番組を選択・決定
すれば簡単に予約できます。また「自動予約」
では、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。

メーカー3 年保証

安心して製品をお使いいただけるよう、2015 年8 月以降に発売された
テレビモデル本体には、3 年間の保証が付いています。保証の詳細と
最新情報につきましては、製品同梱の保証書とその「保証規定」をご覧
ください。

直下型 LED ／ IPSパネル

直下型LEDバックライトにより、明暗による色ムラが少ない発色豊かな
映像を再現します。さらに IPSパネルを採用し、178 度の広視野角を
実現。斜めから見ても鮮やかクッキリな映像を楽しむことができます。IPS

エ キサイティング な 毎 日 が 始 まる 。
スマートTVのスタートアップにベストチョイス！
ビデオ・オン・デマンド(VOD) サービス対応に加えて、スマートフォンのミラーリング機能、
低音に効く「スーパーバス」など、コンテンツを楽しむための機能も充実。
3波Wチューナーで裏番組の録画も可能です。

HD 録画 ( 市販品 )視聴中 地デジ BS110°or
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本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事費および使用済みの商品の引き取り費などは含まれていません。また、テレビ（ブラウン管
方式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金（リサイクル料金）が必要になります。

ハイセンスは2018 FIFA World Cup™ ロシア大会のオフィシャルスポンサーです。
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お買い求めは当店へ

http://www.hisense.co.jp/support.html
製品およびサービス・サポートに関するお知らせはこちら

〒101-0051 
東京都千代田区神田神保町3丁目10番地ハイセンスタワー

【ケーブルテレビについてのご注意】
●CATV の受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器ごとに CATV 会社の受信
契約が必要になります。なお、有料放送や地上・BS・110°CS デジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル (セット
トップボックス)が必要です。本機は CATV のパススルー方式 ( 同一周波数または UHF 帯域周波数変換 )および帯域外周波数
パススルーに対応しております。詳しくは CATV 会社にお問い合わせください。

【カタログについてのご注意】
●掲載商品の写真の色は印刷の関係で現物と多少異なることがあります。●HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition 
Multim edia Interface は、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC. の商標または登録商標です。●各製品、
各社名は各社の登録商標または商標です。●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、
仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●シーン写真はイメージです。●画像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。●外観・仕様は、改良のため変更することがあります。

【ビデオ・オン・デマンド (VOD) サービスについてのご注意】
・YouTube™ および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。視聴できるコンテンツは、パソコンで
視聴する YouTube と異なる場合があります。
・「acTVila」「アクトビラ」は、( 株 ) アクトビラの商標または登録商標です。サービス詳細についてはアクトビラ公式情報
サイトをご覧ください。
・「TSUTAYA」は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。サービスの詳細については「TSUTAYA TV」
公式情報サイトをご覧ください。
・「U-NEXT」は、株式会社U-NEXTの登録商標です。サービスの詳細については「U-NEXT」公式情報サイトをご覧ください。
・「クランクイン ! ビデオ」は、ハリウッドチャンネル株式会社の登録商標です。サービスの詳細については「クランクイン !
ビデオ」公式情報サイトをご覧ください。
●このカタログに記載されている名称・会社名・商品名・サービス名等は、各社の登録商標または商標です。
●各アプリケーションは提供事業会社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。
●各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。
●ご利用にはインターネット接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要となる場合があります。
FTTH, ADSL, CATV などのブロードバンド回線の接続が必要です。
●プロバイダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約款によりご利用いただけない場合があります。
●天災、システム障害、ネットワーク混雑の状況その他の事由により、ご利用いただけない場合がありますので、あらかじめ
ご了承下さい。

【保証についてのご注意】
●リモコンの保証は 1 年間となります。●ハードディスクに録画したコンテンツのデータは保証の対象外となります。

このカタログの内容は 2017年12月現 在のものです。   

【テレビについてのご注意】
●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に
無断で使用できません。●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切換機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像
比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードを
お選びください。●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて、
ワイド切換機能などを利用して圧縮・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害
する恐れがありますのでご注意願います。

サポートセンター

    0120-987-924
FAX  03-4218-4712（有料）

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。
http://www.hisense.co.jp/support.html
平日（月～金）9：30 ～ 18：00（土日、祝日、年末年始を除く）

※お電話がつながりにくい場合には、お手数でございますがメールまたは FAX でお問い合わせくださいます
ようお願いします。返信は上記営業時間内になります。お問い合わせ内容によっては、若干お時間をいただく
場合がございます。

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的と
して利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、
通話内容を記録 ( 録音など ) させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社
のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hisense.co.jp/privacy.html

長年ご使用のテレビの点検を！
熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故に
つながることもあります。

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
●映像が時々消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。

ご使用の際、
このような症状は
ありませんか？

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを
抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ご使用中止

安全に関する
ご注意 

ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因と
なることがあります。●地震やお子様がよじ登ったりすると転倒し、けがの原因となることがあります。
テレビは転倒防止の処置をしてください。●テレビ本体の底の面より小さい台や不安定な台には載せないで
ください。また必ず耐荷重量以下でご使用ください。落下、転倒によるけがの原因となることがあります。

●カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取り
になり、大切に保管してください。●「製造番号」  は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品
本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

保証書に関する
お願い

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる
ときのご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」に定められた 2012 年度基準に対する、省エネルギー
基準達成率を示すものです。

J-Moss グリーンマークに適合
「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C0950）です。この
カタログに記載されているすべての商品は、特定化学物質の含有率が基準以下であること
を示す「J-Moss グリーンマーク」に適合しています。
詳しくは当社ホームページ（http://www.hisense.co.jp）でご確認ください。

ハイセンスは、
適正な表示を
推進しています。

画面サイズ 32V型

型番 32N20

JANコード 4580341983119

本体色 前面:ブラック＋シルバー　背面:マットブラック

消費電力 55W

待機電力（リモコンでの電源OFF時） 0.3W

年間消費電力※1 64kWh

省エネ基準達成率（目標年度2012年度） 128%

液晶機能

画面寸法 69.7 × 39.2 cm

バックライト 直下型LED

画素数 1366 × 768

パネルコントラスト比 1200:1

視野角（上下/左右）（CR値＞10） 178°/178°

応答速度 ８ms

パネル IPS

チューナー
チューナー 地上デジタル×2/BS・110°CSデジタル×2

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）
000-999、BS・110°CSデジタル放送の各チャンネル

ビデオ機能
コンポーネント入力 480i/480p/720p/1080i

HDMI入力（1080p対応） 480i/480p/720p/1080i/1080p

パソコン入力フォーマット（HDMI入力）
640×480@60Hz、800×600@60Hz、l024×768@60Hz、

1280×768@60Hz、l360×768@60Hz、l366×768@60Hz、
1280×1024@60Hz、l920×1080@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 6W × 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°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
HDMI入力端子×4（ARC、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入力兼用)
HDMI入力端子×4（映像入力と一体）

音声出力 光デジタル音声出力端子×1
ステレオヘッドホン出力端子（ステレオミニジャック）×1

外付けUSBハードディスク接続 USB2.0端子×1

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・LAN（RJ-45端子）×1、Wi-Fi

miniB-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（市販品）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（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）】、

編集機能【タイトル設定】

赤外線リモコン 専用リモコン EN-3P39

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 チルトなし　スイーベルなし

壁掛け対応 あり【VESA（mm）:200×200】

付属品 取扱説明書、保証書、リモコン、単4乾電池（2本）
miniB-CAS カード（レッド）、台座、台座取り付けねじ ×4、転倒防止用ひも

本体寸法
（幅×高さ×奥行）

スタンド含む 73.4 × 47.7 × 17.5 cm

スタンド含まない 73.4 × 43.4 × 9.1 cm

梱包寸法 （幅×高さ×奥行） 81.6 × 51.6 × 13.7 cm

本体質量
スタンド含む 4.4kg

スタンド含まない 4.3kg

梱包重量 5.8kg

※1 年間消費電力量は、「省エネ法」に基づいて、工場出荷時の画質設定を標準設定として測定しています。

32N20


