ネクシオン デジタル液晶テレビ
迫力の65V 型大画面液晶テレビ
高細密な４K(3840×2160 画素) の表現領域によりリアルで鮮やかな映像を実現

FT - K6 5 2 0 B
ダブルチューナー搭載

外付 HDD(4TB×2) に対応

FT-C3202B
FT-C2460B

65V 型 65V 型 4K対応液晶テレビ
外付 HDD 録画対応

FT-A3209B

50V 型 50V 型 HDR対応 4K液晶テレビ

ダブルチューナー搭載

DVDプレーヤー内蔵

フルハイビジョン液晶パネル採用
ダブルチューナー搭載モデル

品名

65V型 4K対応液晶テレビ

本体色

50V型 BS/110度CS/地上波デジタル
フルハイビジョン液晶テレビ

40V型 BS/110度CS/ 地上波デジタル
フルハイビジョン液晶テレビ

FT-C5025B

ブラック

4589684381422

4589684381255

地上デジタル放送：2
BS/110 度 CS デジタル放送：2
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：8 日分受信
データ放送対応：○
双方向データ放送 (BML 対応 )：○

地上デジタル放送：2
BS/110 度 CS デジタル放送：2
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：7 日分受信
データ放送対応：○
双方向データ放送 (BML 対応 )：○

65V型 64.5inch ／ 3840×2160

50V型 49.5inch ／ 3840×2160

350cd/㎡ ／ 1200:1

290cd/㎡ ／ 5000:1

8ms

視野角 ( 標準値 )
スピーカー出力

F T -C 3202B

24V型 BS/110 度CS/地上波デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

F T -A 3209B

F T -C 2460B

DVDプレーヤー内蔵 24V型 地上波
デジタル ハイビジョン液晶テレビ

20V型 地上波デジタル
フルハイビジョン液晶テレビ

F T -A 2430DB

FT- A 2 0 2 5 B

ブラック

ブラック

ブラック

4589684381521

4589684381446

4589684381262

4589684381439

4589684381279

4589684381514

地上デジタル放送：2
BS/110 度 CS デジタル放送：2
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：8 日分受信
データ放送対応：○
双方向データ放送 (BML 対応 )：○

地上デジタル放送：○
BS/110 度 CS デジタル放送：○
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：8 日分受信
データ放送対応：○
双方向データ放送 (BML 対応 )：○

地上デジタル放送：○
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：7 日分受信
データ放送対応：○
双方向データ放送 (BML 対応 )：○

地上デジタル放送：○
BS/110 度 CS デジタル放送：○
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：8 日分受信
データ放送対応：○
双方向データ放送 (BML 対応 )：○

地上デジタル放送：○
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：7 日分受信

地上デジタル放送：○
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：7 日分受信

50V型 49.5inch ／ 1920×1080

40V型 39.5inch ／ 1920×1080

32V 型 31.5inch ／ 1366 x 768

32V 型 31.5inch ／ 1366 x 768

24V 型 23.6inch ／ 1366 x 768

24V 型 23.6inch ／ 1366×768

20V 型 19.5nch ／ 1920 x 1080

235cd/㎡ ／ 5000:1

235cd/㎡ ／ 5000:1

230cd/㎡ ／ 3000:1

250cd/㎡ ／ 3000:1

220cd/㎡ ／ 3000:1

180cd/㎡ ／ 3000:1

180cd/㎡ ／ 800:1

9.5ms

8.0ms

8.5ms

6.5ms

6.5ms

6.5ms

9.5ms

8ms

上下 :176 度／左右 :176 度

上下 :176 度／左右 :176 度

上下 :170 度／左右 :170 度

上下 :176 度／左右 :176 度

上下 :178 度／左右 :178 度

上下 :170 度／左右 :170 度

上下 :176 度／左右 :176 度

上下 :178 度／左右 :178 度

上下 :170 度／左右 :160 度

10W × 2

10W × 2

8W × 2

8W × 2

6W × 2

5W × 2

3W × 2

2.3W × 2

2.3W × 2

最大 4TB までの HDD（2 台) 外付対応、
EPG/ 日時指定予約機能、放送時間連動
機能、追っかけ再生

最大 2TB までの HDD 外付対応、
EPG/ 日時指定予約機能

最大 2TB までの HDD 外付対応、
EPG/ 日時指定予約機能

地上デジタル放送：2
BS/110 度 CS デジタル放送：2
CATV パススルー対応：○
電子番組表 (EPG)：8 日分受信
データ放送対応：○
双方向データ放送 (BML 対応 )：○

パネルサイズ／解像度
輝度／コントラスト比

外付 HDD 録画機能

32V型 地上波デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

D-sub

音声入力

ブラック

4589684381415

応答速度

32V型 BS/110 度CS/地上波デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

F T -C 4020B

ブラック

ブラック

テレビチューナー

PC

外付 HDD 録画対応

F T - K5 0 3 0 B

ブラック

JAN コード

D-sub

音声入力

20V 型 20V 型
地上波デジタル フルハイビジョン液晶テレビ

FT-A2025B

外付 HDD 録画対応

FT - K 6 5 2 0 B

型番

PC

外付 HDD 録画対応

フルハイビジョン20V 型液晶パネル採用

40V 型 40V 型 BS/110度 CS/ 地上波デジタル
フルハイビジョン液晶テレビ

50V型 HDR対応 4K液晶テレビ

24V 型 DVD プレーヤー内蔵
24V 型 地上波デジタル ハイビジョン液晶テレビ

FT-A2430DB

低遅延モード

外付 HDD 録画対応

ダブルチューナー搭載

低遅延モード

スロットインDVDプレーヤー搭載モデル

50V 型 50V 型 BS/110度 CS/ 地上波デジタル
フルハイビジョン液晶テレビ

FT - C 4 0 2 0 B

32V 型 32V 型 地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ

外付 HDD 録画対応

×4

フルハイビジョン大画面液晶
ダブルチューナー搭載モデル

FT - C 5 0 2 5 B

24V 型 24V 型 BS/110度 CS/ 地上波デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

外付 HDD 対応
32インチ液晶スタンダードモデル

外付 HDD 録画対応

ダブルチューナー搭載

32V 型 32V 型 BS/110度 CS/ 地上波デジタル ハイビジョン液晶テレビ

外付 HDD 録画対応

×4

高細密な４K(3840×2160 画素) の表現領域によりリアルで鮮やかな映像を実現
映像が本来持っている明るさや色、コントラストを表現できる HDR10 に対応

FT - K5 0 3 0 B

前面スピーカー採用モデル

裏番組録画対応、最大 4TB までの HDD 裏番組録画対応、最大 4TB までの HDD
裏番組録画対応、最大 4TB までの HDD
（2 台) 外付対応、EPG/ 日時指定予約機能、 （2 台) 外付対応、EPG/ 日時指定予約機能、 外付対応、EPG/ 日時指定予約機能、
放送時間連動機能、追っかけ再生
放送時間連動機能、追っかけ再生
放送時間連動機能、追っかけ再生

裏番組録画対応、最大 4TB までの HDD
（2 台) 外付対応、EPG/ 日時指定予約機能、
放送時間連動機能、追っかけ再生

最大 4TB までの HDD（2 台) 外付対応、 最大 4TB までの HDD 外付け対応、
EPG/ 日時指定予約機能、、追っかけ
EPG/ 日時指定予約機能、放送時間連動
再生
機能、追っかけ再生

ブラック

−

−

−

−

−

−

−

各種 DVD 再生機能
CPRM 対応 (DVD-R/DVD+RW)

−

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
BS/CS アンテナ入力端子 ×1、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver2.0 準拠 )×4(ARC 対応×2)、
USB2.0 端子 ×1、USB3.0 端子 ×1、
デジタル音声出力端子×1、LAN 端子×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン ×1

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
BS/CS アンテナ入力端子 ×1、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver2.0 準拠 )×4(ARC 対応×2)、
USB2.0 端子 ×1、USB3.0 端子 ×1、
デジタル音声出力端子×1、LAN 端子×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン ×1

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
BS/CS アンテナ入力端子 ×1 、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver1.3、ver1.4a 準拠 )×2、
USB 端子 ×1、LAN 端子×1、
デジタル音声出力端子×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン ×1

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
BS/CS アンテナ入力端子 ×1、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver1.4a 準拠 )×2、
USB 端子 ×2、LAN 端子×1、
デジタル音声出力端子×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン ×1

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
BS/CS アンテナ入力端子 ×1、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver1.4a 準拠 )×2、
USB 端子 ×2、LAN 端子×1、
デジタル音声出力端子×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン×1

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver1.3a 準拠 )×2、
USB 端子 ×1、LAN 端子×1、
デジタル音声出力端子×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン×1

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
BS/CS アンテナ入力端子 ×1、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver1.4a 準拠 )×2、
USB 端子 ×2、LAN 端子×1、
デジタル音声出力端子×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン ×1

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver1.4a 準拠 )×1、
PC 入力端子 (D-sub15pin)×1、
PC 音声入力端子×1、
USB 端子 ×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン ×1

UHF アンテナ入力端子 ( 地上波デジタル )×1、
ビデオ入力端子 (RCA)×1、
HDMI入力端子 (ver1.4 準拠 )×1、
PC 入力端子 (D-sub15pin)×1、
PC 音声入力端子×1、
USB 端子 ×1、
φ3.5mm ステレオジャックホン×1

AC100V（50/60Hz）

AC100V（50/60Hz）

AC100V（50/60Hz）

AC100V（50/60Hz）

AC100V（50/60Hz）

AC100V（50/60Hz）

AC100V（50/60Hz）

AC100V（50/60Hz）

AC100V（50/60Hz）

210W ／ 0.4W

135W ／ 0.4W

90W ／ 0.4W

75W ／ 0.3W

50W ／ 0.3W

50W ／ 0.5W

40W ／ 0.3W

25W ／ 0.5W

24W ／ 0.5W

年間消費電力

273kWh/ 年

175kWh/ 年

127kWh/ 年

80kWh/ 年

68kWh/ 年

50kWh/ 年

50kWh/ 年

45kWh/ 年

43kWh/ 年

省エネ達成率

115％

123％

170％

173％

103％

140％

108％

120％

142％

1467(W)×307(Ｄ)×901(Ｈ)mm

約1130(W)×224(D)×715(H)mm

1126(W)×204(Ｄ)×703(Ｈ)mm

907(W)×209(Ｄ)×575(Ｈ)mm

733(W)×178(D)×509(H)mm

約 731(W)×204(D)483(H)mm

約 552(W)×131(D)×390(H)mm

約 554(W)×146(D)×375(H)mm

約 461(W)×146(D)×320(H)mm

約 22.0kg

約 12.1kg

約 10.4kg

約 6.6kg

約 4.3kg

約 4.4kg

約 2.8kg

約 3kg

約 2kg

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池 (2)、
mini B-CAS カード (1)、B-CAS カードカバー
( 金具 1/ ネジ 1)、スタンド (2)、スタンド
取付用ネジ (4)、電源コード (1)、
取扱説明書 (1)、保証書 (1)

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池 (2)、
mini B-CAS カード (1)、B-CAS カードカバー
( 金具 1/ ネジ 1)、スタンド (2)、スタンド
取付用ネジ (4)、電源コード (1)、
取扱説明書 (1)、保証書 (1)

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池 (2)、
mini B-CAS カード (1)、
B-CAS カードカバー ( 金具 1/ ネジ 1)、
スタンド (2)、スタンド取付用ネジ (4)、
取扱説明書 (1)、保証書 (1)

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池 (2)、
mini B-CAS カード (1)、B-CAS カードカバー
( 金具 1/ ネジ 1)、スタンド (2)、スタンド
取付用ネジ (4)、電源コード (1)、
取扱説明書 (1)、保証書 (1)

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池 (2)、
mini B-CAS カード (1)、B-CAS カードカバー
( 金具 1/ ネジ 1)、スタンド (2)、スタンド
取付用ネジ (2)、電源コード (1)、
取扱説明書 (1)、保証書 (1)

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池
(2)、mini B-CAS カード (1)、
B-CAS カードカバー ( 金具 1/ ネジ 1)、
スタンド (2)、スタンド取付用ネジ (4)、
取扱説明書 (1)、保証書 (1)

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池 (2)、
mini B-CAS カード (1)、B-CAS カードカバー
( 金具 1/ ネジ 1)、スタンド (2)、スタンド
取付用ネジ (2)、電源コード (1)、
取扱説明書 (1)、保証書 (1)

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池 (2)、
mini B-CAS カード (1)、スタンドネック (1)、
スタンドプレート (1)、スタンド取付用
ネジ (6)、
取扱説明書 / 保証書 (1)

リモコン (1)、リモコン用単四形乾電池 (2)、
mini B-CAS カード (1)、
スタンドネック (1)、スタンドプレート(1)、
スタンド取付用ネジ (6)、
取扱説明書 / 保証書 (1)

DVD 再生機能

入出力端子

電源
定格消費電力／待機電力

本体寸法(スタンド取付時)
本体質量

付属品

