
 

 2010 年 10 月 7 日 

各  位 

株式会社 ピ ク セ ラ 

（東証一部 6731） 

 

PRODIA 32V 型 新モデル 
地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ発売のお知らせ 

URL http://www.pixela.co.jp/company/news/2010/20101007.html 

 

株式会社ピクセラ（代表取締役社長 藤岡浩）は、32V 型地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テ

レビ「PRD-LD132B ブランド名：PRODIA（プロディア）」および PRODIA ブランドの HDMI ケーブル「PRD-CA015」

の販売を 10 月中旬より開始することをお知らせします。 

 

 

 

 「PRD-LD132B」は、地上・BS・110 度 CS デジタル放送に対応し、

データ放送、電子番組表、USB 接続での写真再生機能、HDMI 入力、

画面メモ機能など、充実の機能を搭載した新モデルです。お求め

になりやすい価格を実現しながらも、本体デザインは高級感のあ

る仕上がりとなっています。また、年間消費電力が約 69kWh／年

で省エネ基準達成率 101%（目標年度 2012 年度）の 5 つ星を実現

し、電気代も経済的。さらに、エコポイント対象（12000 点）製

品にもなっております。同時に、High Speed 規格に対応した HDMI

ケーブルも発売予定です。 

 

   本  社 〒556-0011 大阪市浪速区難波中 2-10-70 ﾊﾟｰｸｽﾀﾜｰ 25F  TEL 06-6633-3500(代) 

http://www.pixela.co.jp/   東京支社 〒141-0031 品川区西五反田 1-29-1 ｺｲｽﾞﾐﾋﾞﾙ 6F TEL 03-5759-7811(代) 

- 1 -

http://www.pixela.co.jp/company/news/2010/20101007.html


 

 

■主な特長 

・デジタル 3波対応・データ放送・双方向通信対応 

地上・BS・110 度 CS デジタル放送に対応しているので、複数のデジタル放送番組をお楽しみいただけます。

また、データ放送の双方向通信に対応しており、デジタル放送ならではの情報コンテンツをお楽しみいただけ

ます。 

地上アナログ放送も受信できるため、まだデジタル放送の受信環境が整っていない場合でもお使いいただけま

す。 

 

・HDMI 端子 2系統搭載 

レコーダーやゲーム機、パソコンなどの映像をハイビジョンで楽しむことが

できます。D 端子を搭載し、幅広い機器への接続も可能になりました。また、

デジタル音声対応のオーディオ機器に出力できる光デジタル音声端子も搭載

しています。さらに、多くのパソコンで搭載されている D-Sub 端子を搭載することで、パソコンモニターと

してもご利用いただくことができます。 

HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

 

・ユニバーサルデザインフォントを採用したリモコン 

 ユニバーサルデザインフォントのくっきりと大きな文字と、押しやすいボタンをリモコンに採用しました。

省電力モードや、写真再生などもリモコンで直接切り換えることができます。 

 

 

 

 

・使いやすい電子番組表 

 最大で 8局同時表示まで可能な電子番組表。一覧性が高いので大変便利です。 

また、裏番組表も搭載しているので、現在放送中の番組を素早く確認することができ

ます。 

 

ラテ欄番組表イメージ 
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・便利な写真再生機能 

デジタルカメラなどで撮影した写真を USB 接続で見ることができます。スライドショー機能も備えているの

で、お手軽に写真を再生して楽しむことができます。 

 

写真再生機能イメージ 

 

・画面メモにつかえる静止画機能 

リモコンの静止ボタンを押すだけで、視聴中の画面を静止できます。番組内で表示される料理のレシピや連

絡先などをすぐに静止できるので、画面メモとして使えて大変便利です。 

 

・緊急警報放送時の自動電源オン機能 

 緊急警報放送を受信した時に、自動で電源を入れることができます※。テレビを見ていない時にも素早く緊

急警報放送を確認することができます。 

 ※クイック起動設定を「入」にしている時に、自動電源オン設定を「入」にしている場合 

 

・その他便利機能 

 起動時間を短縮するクイック起動や、省電力モード、オフタイマー、曜日と時間を指定できるオンタイマー、

無操作電源オフなどの省エネ機能も充実。より便利にお使いいただけます。 

 

 

■High Speed 規格に対応した HDMI ケーブルも同時発売※1 

 

 PRODIA ブランド初の HDMI ケーブル「PRD-CA015」も同時に発売します。 

High Speed 規格※2に対応し、3D フォーマットの映像も伝送可能です。 

ケーブル長さは 1.5m、コネクタ形状は TypeA ‐ TypeA です。 

また、規格認証テストにも合格していますので安心してお使いいただけます。 

※1 「PRD-LD132B」には含まれていません。 

※2 イーサネットには対応していません。 
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■「PRD-LD132B」製品仕様 

製品名 PRODIA 32V 型 地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 

型番 PRD-LD132B 

価格 オープン 

JAN コード 4935508020846 

外形寸法 
W780mm x H557mm x D185mm（スタンドを含む） 
W780mm x H527mm x D96mm（スタンド・突起部含まず） 

受信機型サイズ 32V 

質量 約 11kg（スタンド含む）／約 10kg（スタンド含まず） 

区分名 DN 

動作環境 
使用時：温度 0～40℃／湿度 10～90%RH（結露なきこと） 
保管時：温度-20～60℃／湿度 10～90%RH（結露なきこと） 

縦横比 16 : 9 

解像度 1366 × 768 画素 

画面輝度 400cd/㎡（TYP） 
液晶性能 

視野角 
上 89° 下 89° 左 89° 右 89° (TYP) 
※コントラスト比 10：1 が確保できる角度 

音声出力 実用最大出力 10W + 10W（JEITA） 
音声 

スピーカー アンダースピーカー 

使用電源 AC100V 50Hz/60Hz 

消費電力 89W 

年間消費電力 約 69kWh/年 電源 

待機電力 
0.5 W 以下 
※クイック起動の設定時を除く 

電源ケーブル AC100V 50Hz/60Hz 

アンテナ端子 

（F型コネクタ） 

地上デジタル/ アナログ × 1 系統 
BS デジタル/110 度 CS デジタル × 1 系統 
入力インピーダンス 75 Ω 

IR 受光部受光角度 上 30°下 30°左 30°右 30° 

HDMI 入力 2 系統（ver 1.3） 

ビデオ入力 
映像：1 系統（D4、RCA) 
音声：L/R（RCA） 

PC 入力 
映像：1 系統(ミニ D-Sub15pin) 
音声：3.5 φ ステレオミニジャック 

USB USB 2.0 

LAN 10BASE-T/100BASE-TX 

光デジタル音声出力 1 系統 

接続端子 

ヘッドフォン出力 3.5φステレオミニジャック 

地上デジタルテレビジョン放送（ISDB-T） 

地上アナログ放送（NTSC-J） 

ケーブルテレビ（C13～C63） 

BS デジタル放送（ISDB-S） 

受信放送 

110 度 CS デジタル放送（ISDB-S） 

以上 

■本リリースについてのお問い合わせ先    

株式会社ピクセラ本社 広報担当 （TEL：06-6633-3511／FAX：06-6633-3550） 
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