ハイビジョンプラズマテレビ
50・42V型カタログ

大画面が生み出す迫力と臨場感。

ハイビジョンHDDレコーダー内蔵（250GB）
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

50 V型 PMT-5040XG

オープン価格

ハイビジョンHDDレコーダー内蔵（250GB）
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

42 V型 PMT-4240G

オープン価格
＊写真はPMT-5040XGと卓上スタンドTP-5030MST（別売）との組み合せです。

高画質

こだわりの高画質テクノロジー
インテリジェント・オート高画質

視聴環境に合わせて画質を自動調整

内蔵センサーが、日差しや蛍光灯などの光を分析し、視聴に最適な高画質に
自動調整。いつでも自然でリアリティーある美しい映像を楽しめます。

従来

センサーオートON

画質を最適に調整しながら、エコにも貢献
「インテリジェント・センサー」が部屋の明るさや照明の色合いを検知。最適な高画質に自動
調整しながらムダな電力を低減します。＊アナログRGB入力時は、部屋の明るさのみを検知して調整します。

青白・緑色っぽく、メリハリのない映像

自然な色合いで見やすい映像に

優れた動画性能とこだわりの高コントラスト 「ダイナミック・ブラックパネル」搭載
動きの早い映像もクッキリ表示

暗いシーンも深みのある階調で表現

広い色再現範囲を実現

フルハイビジョン1,080本の高精細さを、余 漆黒の黒表現力が飛躍的に向上。黒輝度の パネルの赤・青・緑の光 v 0.6
0.5
すことなく表現。動きの速いスポーツ中継映 低減とピーク輝度の向上で、立体的な映像を を効率よく通す、
「ピュア 0.4
像なども、ディテールまで鮮明に映し出します。 豊かに表現します。
カラーフィルター」採用。 0.3

HDTV 規格

0.2

動画解像度
PMT-5040XG ▶ 1,080本 PMT-4240G ▶ 720本

録画・再生

※1

コントラスト
PMT-5040XG▶40,000：1 PMT-4240G▶30,000：1

デジタルハイビジョン放送
HDTV規格比 約125％

ハイビジョン
プラズマテレビ

0.1
0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 u

色再現範囲比較イメージ

大容量HDD搭載で、長時間録画が可能
※2

リモコンひとつでかんたんに録る・見る ハイビジョン放送最大約200時間 録画
テレビリモコンひとつでかんたん操作

番 組 表 から録りた い 番 組 を 選んで「 決 定 」
ボタンを押せば録画予約ができます。

「見る」ボタンで、録画番組の一覧を表示。
「決定」
ボタンで再生できます。

ネットワーク

8倍録画※3（TSX8モード時）

内蔵HDDにハイビジョン放送を最大約200時間※2（TSX8モ
ード時）、VHS120分テープ（標準モード時録画）にして約
100本分の長時間録画が可能になりました。

録画容量を増やせるカセットHDD対応
iVポケット搭載

アクトビラやAVネットワークに対応

※1 プラズマパネル単体。 ※2 長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なりま
す。録画時間は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。 ※3 TSX8モード時。BSデジタル
ハイビジョン放送（24Mbps）をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送（17Mbps）をTSモードで録画した場合は約
6倍です。
＊掲載商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

エコロジー

長寿命設計

J-Mossグリーンマークに適合
プリント基板と
電源コードの「はんだ」

ネジ・鋼板の
「六価クロム」

テレビのフレーム
塗料

無鉛化

不使用

不使用

パネルの寿命
（スタンダードモードによる）

約100,000

※1

時間

■製品仕様
名

PMT-5040XG

PMT-4240G

地上デジタル放送（CATVパススルー対応）／チューナー数

●／2

BS・110度CSデジタル放送／チューナー数

●／2

地上アナログ放送／チューナー数

●／1

CATVアナログ受信（C13-C63）
画面サイズ
表示サイズ（幅×高さ／対角）
［cm］
パネル

表示画素数（水平×垂直）
［画素］
コントラスト比（パネル単体）
動画解像度
パネル

画質

50V型（16：9）

42V型（16：9）
92.2×51.8／105.7

1,920×1,080

1,024×768

40,000：1

30,000：1

外形寸法：幅76.7×高さ45.4×奥行8.0cm
質量：4.7kg
希望小売価格 29,800円（税込）

ー／●
●
●

デジタルアンプ

●

スピーカサイズ

（6×12cm）×2

音声実用最大出力（JEITA）

10W＋10W

HDDレコーダー内蔵（容量）※2

●（250GB）

iVポケット（カセットHDD「iVDR-S対応）※2、※3

角度可変型：TB-PKA0081
前傾角度調整0〜20° 5段階
外形寸法：幅76.7×高さ53.2×奥行11.1cm
質量：10.6kg
希望小売価格 52,500円（税込）

●

ハイビジョン長時間録画（XCodeHD）※2

●（8倍録画）
●
●静止画・ハイビジョン動画（AVCHD）対応※5
●（ダウンロード対応）

アクトビラ対応
AVネットワーク（DLNA対応）

●

エコ効果メーター

●

インテリジェント・オート高画質機能

●

天吊りユニット
角度可変型：TB-PTA0081
前傾角度調整0〜25° 6段階
左右角度調整±45°
（連続）
上下方向位置調整30.0cm（6.0cm 5段階）
外形寸法：幅43.2×高さ90.9×奥行33.0cm
質量：12.3kg
希望小売価格 95,000円（税込）

●
3（1080p対応）

HDMI入力端子
D4入力端子

2

ビデオ入力端子

2

S2ビデオ入力端子

1

アナログRGB入力

ミニD-sub15ピン端子

音声入力端子

4

IRコントローラー端子

1

LAN端子（10BASE-T／100BASE-TX）

1

電話回線端子

1

デジタル放送録画番組出力（アナログ）

1

ヘッドホン出力端子

1

光デジタル音声出力端子

1

外形寸法（幅×高さ×奥行き）
［cm］
外形寸法（幅×高さ×奥行き）
［cm］
（別売スタンド込）
消費電力（待機時）
［W］

その他

角度固定型：TB-PKF0081

●

消費電力低減モード／自動電源オフ

外形
寸法

壁掛けユニット

720本
ダイナミック・ブラックパネル

●／●

SDメモリーカード再生

入出力
端子

＊必ず転倒・落下防止対策を行ってください。

1,080本

いいとこジャンプ／シーンサーチ※2、※4

エコ
機能

自動電源OFF

外形寸法：幅55.0×奥行35.6cm
質量：5.7kg
希望小売価格 15,750円（税込）

フルHD ダイナミック・ブラックパネル

音声多重

便利

（スタンバイ状態になります）

スイーベル機能付き：TP-5030MST

110.6×62.2／126.9

クリアボイス／サラウンド／バスブースト

録画
機能

消費電力
低減モード
卓上スタンド

●

Picture Master Full HD
Deep Color／x.v.Color

音質

無操作・無信号状態が
一定時間以上
続いた場合

■オプション
型

受信
放送

一般家庭に適した映像の
明るさに設定し、
消費電力を低減する

移動式スタンド
横板1枚つき：DS-BK100

124.2×80.4×9.8（突起部含まず）

108.4×71.1×9.8（突起部含まず）

124.2×86.6×35.6

108.4×77.0×35.6

537（約0.2）

365（約0.2）

年間消費電力量［kwh/年］※6

265

197

質量（別売スタンド込）
［kg］

33.1（38.8）

25.1（30.8）

電源コード［m］

外形寸法：幅90.0×高さ169.8×奥行80.0cm
質量：27.0kg
希望小売価格 52,500円（税込）

カセットＨＤＤ

1.8
リモコン（C-RS4）、単4形乾電池（2個）、
B-CASカード、B-CASカード盗難防止カバー

主な付属品

※1 時間は寿命の目安です。
パネル輝度50%到達までの時間です
（当社テレビセットを使
用した測定値および測定基準による）。
また、使用状態（映像設定・受信映像内容）
・使用環
境によって異なります。残像（焼き付き）
・故障などは除きます。 ※2 録画は地上デジタル
放送、BS／110度CSデジタル放送にのみ対応しています。 ※3 iVポケットで録画機能
を使用するには、
カセットHDD「iVDR-S（別売）」が必要です。 ※4 デジタル放送にのみ
対応しています。番組によっては機能しない場合があります。 ※5 SD／SDHCメモリー
カードで表示できる画像データは、DCF規格に準拠したJPEG方式の静止画です。再生で
きる映像データは、デジタルビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠のハイビジョン映
像です。 ※6 スタンダードモードを標準状態として測定。 ＊テレビの省エネ法の改正（2010年4月）
により、
年間消費電力量の測定方法が変更になりました。本記載は、新測定法に基づいた記載としております。

（製造元：日立マクセル株式会社）

500GB：M-VDRS500G.C オープン価格
250GB：M-VDRS250G.A オープン価格
160GB：M-VDRS160G.B オープン価格
日立マクセル株式会社お客様ご相談センター

TEL.03-5213-3521

安全・安心に利用できる、気配り設計
●B-CASカードの盗難・紛失を防止するため、抜き取りにく
くするカバーを同梱しました。
●本体の操作ボタンを無効にしたり録画機能をロックするな
どの特殊モードを搭載しました。個別にご相談ください。

●ワイド画面を営利目的または、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画面を圧縮または引き伸ばしなどを行いますと、著作権法の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。 ●パネル表面や上部が熱くな
りますが、故障ではありません。 ●「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ●プラズマパネルは、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、常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。 ●静止画像や4：3画面を長時間映したままにしておくと、残像（焼き付き）が発生する場合がありますのでご注意願います。 ●本カタログの商品の色調は、印刷のため
実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●その他、記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 ●本カタログに記載されている内容・仕様は2010年6月現在のものです。改良のため予
告なく変更することがあります。 ●画像や映像の写真はハメ込み合成です。 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

登録番号：EC96J1053 登録日：1997年1月28日
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社は、環境マネジ
メントシステムに関する国際規格ISO（国際標準化機構）
14001の審査を受け、登録された事業所です。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
家電ビジネス情報センター 0120-3121-19

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」を
よくお読みください。

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、感電、故障などの原因となる
ことがあります。

お問い合わせ、ご用命は下記へ

受付時間

9：00〜17：30（月〜土） 携帯電話、PHSからもご利用できます。
（日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。）

●本窓口等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等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.hitachi-ce.co.jp/privacy/index.html
製品に関する最新情報をお知らせしています。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/vims/biz-pdp/index.html

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル
記載内容は2010年6月現在のものです。

NM-488

●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

