地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ
32V型 LVW32EU3
24V型 LVW24EU3
19V型 LVW19EU3

希望小売価格

オープン価格
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テレビ視聴用のチューナーとは
別に、録画用のチューナーを搭載
していますので、

REC

視聴中の番組とは別の番組も
録画できます。
例えば、BS・110度CSデジタル
放送を見ながら、別チャンネルの
BS・110度CSデジタル放送を

LVW32EU3

録画することもできます。※1

外付けUSBハードディスク※1（市販品）

ダブルチューナー 外付け

USB
ハードディスクに

で

※2

裏番組録画！
！

テレビを見ながら
録画ができる！

使って
便利な機能

ぴったり音量

6月10日㈪
今日のこんだて

CMになったとき、番組が変
わったとき、音量が大きく変
わるようなシーンにおいて、音量の変化を自動的に調整します。

グに
リビンス
メ

ポテトサラダ

静止画機能

◎材料（４人分）

じゃがいも：大４つ
きゅうり ：１本
マヨネーズ：大さじ４
マスタード：小さじ１
塩：少々

料理番組のレシピ画面や、プレゼン
トの応募先画面などを、ボタン一つ
で静止できます。

◎作りかた

⒈じゃがいもは皮をむいて適度な大きさに切り、
蒸し器で蒸す。
⒉じゃがいもを熱いうちにつぶして を加える。
⒊きゅうりを薄い小口切りにして塩をふって５分
くらい置き、水けを絞る。
⒋きゅうりとじゃがいもを混ぜ合わせ、器に盛る。
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オス
サイズ

32V型 地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ

24V型 地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ

19V型 地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ

■外形寸法：幅73.4×高さ48.0×奥行18.0cm
（スタンド含む）
■質
量：約5.9kg
（スタンド含む）
（待機時：約0.1W）
■年間消費電力：約55kWh/年

■外形寸法：幅57.7×高さ39.4×奥行14.0cm
（スタンド含む）
■質
量：約3.5kg
（スタンド含む）
（待機時：約0.1W）
■年間消費電力：約44kWh/年

■外形寸法：幅44.8×高さ32.9×奥行15.6cm
（スタンド含む）
■質
量：約3.4kg
（スタンド含む）
（待機時：約0.1W）
■年間消費電力：約37kWh/年

LVW32EU3
達成率

※3

達成率

149％

※3

44 kWh/年

※3

151％

年間消費電力量

オープン価格

LVW19EU3
達成率

150％

年間消費電力量

55 kWh/年

LVW24EU3

年間消費電力量

オープン価格

※１ ２番組同時録画はできません。
※2 番組の録画には、市販の外付けUSBハードディスクが必要です。別途、弊社の動作確認済み外付けUSBハードディスク
（市販品）
をお買い求めください。
※3 省エネ法に定められた2014年6月改定後の多段階評価基準に対する達成率を示しています。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサ
イクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

37 kWh/年

オープン価格

★スタンドはお客様にて取り付けが必要です。
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
★画像、
イラストはイメージです。
外付けUSBハードディスクは付属しておりません。

32V型

LVW32EU3 24V型 LVW24EU3 19V型 LVW19EU3

液晶パネル 映像機能

オープン価格

希望小売価格

32V型

1366×768（WXGA）1366×768（WXGA）1366×768（WXGA）

画素数

画面寸法 （幅×高さ / 対角cm） 69.8×39.2/80.0 52.1×29.3/59.8 40.98×23.04/47.01

上下178度／左右178度 上下176度／左右176度 上下178度／左右178度

視野角

LVW32EU3 24V型 LVW24EU3 19V型 LVW19EU3

外付けUSBハードディスク 録画・再生機能（ご注意：外付けUSBハードディスクは付属しておりません。）

外付けUSBハードディスク録画対応※11

●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

裏番組録画※12

●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

今すぐ録画
（視聴番組録画）※13

●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

音声機能
チューナー

クリアピクスエンジン プラス

●

●

●

電子番組表予約録画

●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

デジタル3次元 Y/C分離回路

●

●

●

スポーツ延長対応※14

●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

音声多重ステレオ

●

●

●

追っかけ再生※15

●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

ぴったり音量※1

●

●

●

リジューム再生※16

●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

DTS TruSurroundTM※2

●

●

●

最大録画予約番組数

32番組●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

3＋3

3+3

1タイトル最大録画時間

12時間●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

最大録画タイトル数

1000●（市販の当社確認済みUSBハードディスク接続時）

実用最大出力
（JEITA)（Ｗ）

8＋8

地上デジタル放送／チューナー数

●／2(視聴専用1+ 録画専用1)

CATVパススルー対応

●

BSデジタル放送・110度CSデジタル放送／チューナー数

1（外付けUSBハードディスク録画専用）

USB

●／2(視聴専用1+ 録画専用1)

1

便利機能

●

D4映像入力※17

番組検索〈ジャンル・出演者〉※3

●

音声入力
〔L/R〕※17

視聴予約

●

※18
HDMI入力
（PC入力対応）

データ放送

●

PC音声入力（ステレオミニジャック）※19

双方向サービス

●

光デジタル音声出力

1

字幕放送

●

LAN端子(100Base-TX/10Base-T)

●

緊急警報放送※4

●

子

1

電子番組表
（デジタル放送用）

端

映像入力※17

ヘッドホン出力端子

静止画※5

●

1

●

外形寸法 スタンド含む 幅×高さ×奥行（cm）

30分ごと
（最大120分）

おやすみタイマー

1
3（1080p対応）

73.4×48.0×18.0 57.7×39.4×14.0 44.8×32.9×15.6

外形寸法 スタンド含まない 幅×高さ×奥行（cm）

73.4×44.4×9.2

57.7×35.1×5.4

44.8×28.8×5.6

電力節電モード 無操作パワーオフ※6

●

本体質量 スタンド含む(kg)

約5.9

約3.5

約3.4

電力節電モード 無信号パワーオフ※7

●

本体質量 スタンド含まない(kg)

約5.7

約3.4

約3.2

高速起動※8

●

消費電力(W)

50

42

32

ヘッドホン端子「スピーカー音声同時出力」機能※9

●

待機時消費電力(W)

0.1

0.1

0.1

●

年間消費電力量「標準時」(kWh/年)※20

55

44

37

J-Moss グリーンマーク適合

●

●

●

HDMI ARC※10

JANコード

4975584 910600 4975584 910648 4975584 910624

スタンド、
リモコン（単4形乾電池2個 ※動作確認用）、miniB-CASカード、miniB-CASカバ−、miniB-CASカバ−取付ネジ
☆スタンドはお客様にて取り付けが必要です。
付属品
※1 CMになったとき、番組が変わったときなどに、音量感が大きく変わることを抑えます。
スタンド取付ネジ 3個☆、取扱説明書、かんたん準備ガイド、スタンドの取り付けかたシート、保証書
※2 TVのスピーカーを通して、豊かな重低音、伸びやかな高音、明瞭な台詞、臨場感あふれるサラウンド効果をお楽しみいただけます。
※3 電子番組表のデータを検索して、
お好みの番組を探すことができます。
※4 緊急警報信号を受信した時に、
自動的にテレビの電源を「入」にします。
※5 デジタル放送の映像を静止させることができます。
※6 約3時間テレビを操作しなかった場合、
自動的に電源が切れます。
※7 放送終了後など、映像信号がなくなった状態で約10分経過すると、
自動的に電源が切れます。
※8 電源を入れてからテレビを視聴できるまでの時間を短縮します。
※9 耳の遠い方などがヘッドホンを使用しているとき、周囲の方も一緒に視聴できるように、
スピーカーの音声を同時に出力させることができます。
（メニューでヘッドホンの音量を個別に設定することができます。）
※10 テレビ(HDMI入力１)とＡＶアンプをHDMIケ−ブル１本で接続して、映像と音声のテレビへの入力と、
テレビからのデジタル音声の出力が可能です。但し、
テレビとＡＶアンプの両方がHDMI ARCに対応している必要があります。
※11 当社動作確認済みの機種のみ対応します。本機で使用可能なハードディスクは容量が4TBまでです。本機で登録できるハードディスクは8台までです。動作確認済み機種については当社ホームページでご確認ください。
（http://www.dxantenna.co.jp/dx̲broadtec/tv/usbhdd.html）当社にて本機との動作確認を致しておりますが、
動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。
【録画時間の目安】地上デジタル放送をHD画質で録画する場合500GB
モデルで約60時間、
１TBモデルで約120時間、2TBモデルで約240時間になります。BSデジタル放送をHD画質で録画する場合500GBモデルで約43時間、
１TBモデルで約86時間、
2TBモデルで約172時間になります。
※12 2番組同時録画はできません。また、
ハードディスク録画中の予約録画はできません。
※13 視聴中にリモコンの録画ボタンを押すことにより視聴中の番組が録画できます。ただし、予約録画中は録画できません。
※14 スポーツ番組の延長などで、電子番組表で予約していた番組の放送時間が遅くなるときに、
自動的に予約の開始時刻と終了時刻が修正されます。
（時刻指定予約では機能しません。）
※15 予約した番組の録画中に帰宅などしたときなど、録画を続けながら(停止させずに)番組の最初から見ることができます。
※16 通常再生を停止すると、
つづき再生の停止状態になり、停止位置が記憶されます。番組ごとに停止位置が記憶されます。
※17 音声入力端子は、映像入力端子(黄)とＤ４映像入力端子の共用になっています。映像と音声の両方をお楽しみ頂く場合は、
映像入力端子(黄)＋音声入力端子もしくはＤ４映像入力端子＋音声入力端子のいづれかの組み合わせでお使い頂けます。また、
映像のみをお
楽しみ頂く場合は、
ビデオ
（映像入力端子）/Ｄ端子(Ｄ４映像入力端子)それぞれ個別にお楽しみ頂く事が可能です。
※18 HDMI出力端子またはDVI出力端子（HDMI-DVI変換ケーブルを使用時）
を持ったパソコンと接続可能です。但し、
すべてのパソコンへの接続を保証するものではありません。PC入力対応表示解像度など、
詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
※19 PC音声入力端子は、HDMI入力1〜入力3にパソコンをHDMI-DVI変換ケーブルで接続した場合に使用します。
※20 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。年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定したものです。

愛情点検

長年ご使用される製品の点検を！ 熱・湿気・ホコリなどの影響や、ご使用の度合いにより部品が劣化し故障したり、時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。
このような
●変なにおいがしたり、
煙がでたりする。
症状は
●内部に水や異物が入った。●ディスプレイの表示等に異常がある。
ありませんか？ ●本体から異常音がする。
●その他の異常がある。

ご使用の
中止

このような時は、故障や事故防止の
ためスイッチを切り、コンセントか
らプラグをはずして、必ずお買い上
げの販売店にご相談ください。

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「ご使用上のご注意」を
よくお読みください。
水・湿気・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、
感電、
故障などの原因となることがあります。

このマークは、
「 電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリー
ンマーク表示ガイドライン」に基づき、製品における特定の化学物
質の含有率が、基準値以下であることを示しています。

環境に配慮し、地球に優しい
製品づくりに取り組んでいます。

このマークは、省エネ基準達成率
100％以上の機種を示しています。

【製品に関するご注意】
■このカタログに掲載されている製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。■本製品には保証書がついています。お買い上げの販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、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。お買い上げの際は商品本体に製造番号が表示されているか、
ご確認ください。■仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。■カタログと製品の実際の色とは、印刷の関係で異なる場合があります。
■オープン価格の商品価格は店頭にてご確認ください。■このカタログに掲載されている製品は、一般家庭用として設計されておりますので業務用（特殊）
としてご使用になられる場合は、保証期間内であっても修理は有償となりますのでご了承ください。■このカタログに掲
載されている製品は車載用ではありません。車の中で使用したり、
自動車内に長時間放置しないでください。■製品の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると画面や音声にノイズが入ることがあります。■このカタログに掲載されている画面は全て写真のハメコミ合成で
す。■HDMI, HDMIロゴおよびHigh-Deﬁnition Multimedia Interfaceは、米国およびその他国々におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。■ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、
およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連
会社の日本国内における商標または登録商標です。■For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks,
and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.■このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
【地上デジタル放送をご覧いただく際のご注意】
■ご覧いただくには、地上デジタルの放送局に向けてアンテナの設置が必要になる場合があります。■専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。■放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、受信できない場合があります。
【BS・110度CSデジタル放送をご覧いただく際のご注意】
■ご覧いただくには、対応したアンテナが必要です。■BS・110度CSデジタルの有料放送を受信するにはサービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。
【ケーブルテレビに関してのご注意】
■ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信するには、専用のセットトップボックスが必要になる場合があります。詳しくは、加入しているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

東京支店 HE課
〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング7F
北関東支店 HE課
〒330-0852 さいたま市大宮区大成町3丁目312番地 OTビル2F
中部支店 名古屋営業部 HE課
〒462-0845 名古屋市北区柳原2丁目8番3号 ダイゴビル3F
大阪支店 HE課
〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 新大阪上野東洋ビル8F
福岡支店 HE課
〒815-0032 福岡市南区塩原2丁目9番21号

TEL（03）3526-5318 FAX（03）3526-5404
TEL（048）652-3311 FAX（048）652-3310
TEL（052）919-6531 FAX（052）919-6536
TEL（06）6889-1530 FAX（06）6889-1540
TEL（092）541-0168 FAX（092）512-4809

【受付時間9：00〜17：30（土曜・日曜・祝日および夏期休暇・年末年始ほか弊社休業日は除く）】

●このチラシの掲載内容は2014年10月現在のものです。
FUNAIカスタマーセンター（大阪） TEL（06）6746-3373
FUNAIカスタマーセンター（大阪） TEL（06）6746-3373
FUNAIカスタマーセンター（東京） TEL（042）679-5402

S124-3

FAX（06）6746-3374

FAX（06）6746-3374
FAX（042）679-5406

2016年 2 月作成

