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（リ本 No.1310） 
 

2013 年 4 月 16 日 
三菱電機株式会社 

 
赤色レーザーバックライト搭載のフラッグシップモデルのラインアップを強化 

三菱液晶テレビ「REAL LASERVUE」シリーズ 新商品発売 
 
 三菱電機株式会社は、液晶パネルのバックライトに赤色レーザー光源と青色用 LED、緑色用

LED を独立して搭載し、色彩や質感を鮮やかに再現する液晶テレビ「REAL LASERVUE（リア

ル レーザービュー）」50V 型、39V 型 2 機種を 5 月下旬に発売します。今回、ラインアップを強

化し、フラッグシップモデルのシリーズとして市場に展開します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三菱液晶テレビ「REAL LASERVUE」   グット楽リモコン 

 新商品の特長  
1． バックライトの LED 光源に青色用･緑色用を採用し、色彩や質感を鮮やかに再現 
・昨年機種※1で採用した赤色レーザーバックライトに加えて、LED 光源に新たに青色用 LED、

緑色用 LED を独立して採用し、緑色系や黄色系が鮮やかに発色【新機能】 
・色の再現範囲が白色 LED 光源の液晶テレビ※2に比べて 131％に拡大（昨年機種は 129％） 

※1 当社液晶テレビ「REAL LASERVUE」LCD-55LSR3 
※2 当社液晶テレビ LCD-55MDR2 

2．多彩な「らく楽アシスト機能」でテレビを見やすく、聞きやすく、使いやすく 
・「音ハッキリ」機能を搭載し、テレビの音量が小さい時でも迫力があり聞きとりやすい音を再現

【新機能】 
・音で画面の文字を読み上げる「しゃべるテレビ」機能やリモコンで画面を見やすい角度に調

整する「オートターン」機能など使いやすさにこだわった様々な機能を搭載 
3．原音に忠実な透き通った高音質を実現 

・ウーハー4 個を含めたスピーカー10 個全てに「DIATONE（ダイヤトーン） NCV スピーカー
※3」を採用し、重低音から高音まで原音に忠実な透き通った音を再現（昨年機種※1はウーハー

左右各 1 個） 
・BluetoothⓇ対応機器のワイヤレス接続により音楽再生が可能 

※3 カーボンナノチューブを樹脂に配合し、チタンに匹敵する高伝搬速度と紙コーン同等の適度な内部損

失を両立した当社独自開発の「NCV（Nano Carbonized high Velocity）振動板」を採用したスピー

カー 

 発売の概要  

商品名 形名 
画面 

サイズ

希望小売 
価格 

発売日 
当初月産

台数 

LCD-50LSR4 50V 型 2000 台3D 対応ブルーレイディスク TM レコーダー

ハードディスク（1TB）内蔵 
三菱液晶テレビ「REAL LASERVUE」 LCD-39LSR4 39V 型

オープン 
5 月 
下旬 2000 台

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL 03-3218-2359  FAX 03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部  
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 発売の狙い  

国内の液晶テレビ市場においては、録画機能を内蔵したテレビのニーズは高く、ブルーレイ TM

とハードディスク両方を内蔵したテレビの構成比は 3％～5％程度で安定して推移しています。ま

た、昨今の画面の高精細化に伴い、色再現性の高いテレビへの要求が高まっていますが、白色 LED
バックライトの液晶テレビは色再現性が狭いという課題がありました。 
当社は、2012 年 6 月に赤色レーザー光源をバックライトに使った液晶テレビ「REAL 

LASERVUE」LCD-55LSR3 を発売し、その色再現性など映像表示技術が高い評価を受けていま

す。今回、さらに色の表現力を高め、50V 型、39V 型の「REAL LASERVUE」の新商品 LSR4
シリーズを発売します。 
今後も、当社の「スマートクオリティ」のコンセプトのもと、これからの人々の生活に役立つ

新たなテレビの可能性を追求していきます。 

 特長の詳細  

1．バックライトの LED 光源に青色用・緑色用を採用し、色彩や質感を鮮やかに再現 
(1)「LASER BACKLIGHT」 
今回、「REAL LASERVUE」LCD-55LSR3 で採用したバックライト光源のシアン色 LED を   
シアン色の中で青色用 LED と緑色用 LED に分離することにより、緑色系や緑と赤から作り

出される黄色系の発色が鮮やかになりました。【新機能】 
さらに、直進性の高いレーザーの光と LED の光の両方を効率良く液晶パネルに投射するバッ

クライト光学系の開発により、深い赤系色（赤、ピンク、紫）を鮮やかに再現できます。また、

白色 LED 光源の液晶テレビでは各色の成分が混合し濁った光でしたが、緑から赤の波長がき

れいに分離されるため、深緑からスカイブルーまでの色の表現力が向上しました。また、色再

現範囲もさらに拡大しています。 
 
 
 

 
(2)動画用拡張色空間の国際標準「xvYCC（IEC 61966-2-4）」に準拠した x.v.Color に対応 
(3)新 DIAMOND Panel を採用し、映り込みを抑えながら艶やかで鮮やかな色を再現 

 
2．多彩な「らく楽アシスト機能」でテレビを見やすく、聞きやすく、使いやすく 

＜見やすく＞ 
(1)大きな文字で判りやすい、シートボタンの「グット楽リモコン」 
(2)リモコンで画面を見やすい角度に調整する「オートターン」機能 
(3)3D※4の奥行き感や飛び出し感を好みに調整できる「奥行きアジャスター」機能 

＜聞きやすく＞ 
(1)音量が小さい時は低音、高音の帯域を広げ、聞きとりやすいように補正することで、音の不

満点を解消し聞き取りやすい音を再現する「音ハッキリ」機能【新機能】 
(2)音量や人の声を自動調整して聞きやすくする「おすすめ音量」機能と「声ハッキリ」機能  
＜使いやすく＞ 

(1)音で画面の文字を読み上げる「しゃべるテレビ」機能と「報知音」機能 
(2)ディスクの出し入れが簡単な前面ディスクトレイ 
(3)初期設定をわかりやすくガイドする「らくらく設定」機能 
(4)好みの番組を探し出して録画する「おすすめ自動録画」機能※5 

 

表示色ｽﾍﾟｸﾄﾙ分布 
色再現範囲 

(CIE 1976 UCS 色度図)
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(5)万が一、録画機能にトラブルが起きた際もブルーレイディスク TMドライブとハードディスク

だけを取り外して修理可能。修理中もテレビが見られるから安心な「らく楽メンテ」※6 

※4 3D 視聴には別売りの 3D メガネが必要です（別売り当社製 3D メガネ「EY-3DGLLC2」） 
※5 録画・再生設定画面で、「入（安心型のみ）」、「入（発掘型のみ）」、「入（安心型＋発掘型）」からいず

れかを選択しておく必要があります 
※6 お買い求めの販売店または最寄りの当社サービスステーションにて対応 

 
3．原音に忠実な透き通った高音質を実現 
(1)「DIATONE NCV スピーカー」 
「REAL LASERVUE」LCD-55LSR3 ではウーハー左右各 1 個でしたが、今回はセンタース

ピーカー2 個、サイドスピーカー左右各 2 個、ウーハー左右各 2 個の合計 10 個のスピーカー

すべてに「DIATONE NCV スピーカー」を搭載しました。チタン並みの伝搬速度と紙コーン

と同等の適度な内部損失を両立し、重低音から高音まで原音に忠実な透き通った音を奏でます。 
(2)本格的バスレフ方式スピーカーシステム 
「DIATONE NCV スピーカー」をバスレフ方式スピーカーボックスに内蔵し、合計 50W の大  
出力アンプ（JEITA 準拠）と最適な吸音材配置と共鳴を抑える補強構造により、箱鳴りを抑

えた迫力のサラウンドを臨場感豊かに再現します。 
(3)DIATONE 音響技術 
①「DIATONE サラウンド」機能：「DIATONE サラウンド 5.1」、「DIATONE サラウンド 2.0」 
②「DIATONE サラウンド HEADPHONE」機能 
③音声補間技術「DIATONE HD」 
④「DIATONE BASS」機能 
⑤「DIATONE リニアフェイズ」機能 

(4)ドルビーデジタル、DTS、AAC 5.1ch 対応のデコーダーを内蔵 
(5) BluetoothⓇ対応 

BluetoothⓇ対応機器とワイヤレス接続して音楽再生が可能。リモコンの「ワイヤレス音楽」ボ

タンを押して接続すれば、簡単に音楽をオーディオ感覚で楽しめます。 

 

 その他の特長  

１．ブルーレイディスク TMレコーダー内蔵により、使いやすさを追求 
(1)ブルーレイディスク TMドライブとハードディスク（1TB）の両方を搭載 
(2)大きくわかりやすいリモコンボタンで楽に操作可能。テレビだけを操作する感覚で「録画」「再

生」「ダビング」がリモコン 1 つで簡単操作 
(3)外付けハードディスク対応※7 

内蔵ハードディスクの残り容量が一定量になると古い番組から自動で外付けハードディスク

に移動するため、簡単に録画容量をアップできます。 
(4)デジタル放送の 12 倍※8の長時間フルハイビジョン録画に対応 

(5)3D 対応※4 
(6) 3 チューナー搭載により 2 番組同時録画中でも別番組を視聴可能 
(7)簡単配線と省スペース設置 

※7 外付けハードディスクへの直接録画はできません 
※8 ハードディスク、ブルーレイディスク TMに、BS・110 度 CS デジタルのハイビジョン映像(約 24Mbps)

を録画モード DR(放送波そのままのビットレート)と録画モード AE(12 倍モード)(約 2Mbps)で記録し

た場合との比較。画質が劣化する場合がありますが、デジタル放送をハイビジョンフォーマット（水平

1920×垂直 1080 画素）で、ハードディスク、ブルーレイディスク TMに約 12 倍の長時間録画が可能 
2．モダンな部屋にも和室にもマッチするシンプルなデザインを採用 
(1)前機種 LCD-55LSR3 に対して約 25mm 細くなったアルミ製の細い画面枠を採用し、インテ

リアとの整合性がアップ 
(2)画面とのつなぎ目を感じさせない迫力ある映像を実現 
(3)画面枠およびスタンドにヘアライン加工を施した上質なデザイン 

3．高画質回路「DIAMOND 3D Engine PRO」 
(1)インパルス型発光制御：間欠点灯技術で動画の再現性を向上 
(2)超解像技術「DIAMOND HD」：ぼやけた映像も高精細な映像へ補正 
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(3)「DIACOLOR HD」：12色を独立コントロールし、放送波等により圧縮された色再現範囲を

推定して自然で鮮明な色彩を再現 
4．豊富な省エネ機能を簡単に設定できる「節電アシスト」  

リモコンの節電ボタンを押すと「節電アシストメニュー」が表示されます。取扱説明書を読ま

なくても、お好みにあわせて省エネ機能を簡単な手順で設定することができます。 
5．さまざまなネットワークサービスに対応 
(1)「アクトビラ」※9「TSUTAYA TV」※10「GIGA.TV」※10に対応 

※9 「アクトビラ」は株式会社アクトビラが提供するデジタルテレビ向けネットサービスの総称です。「ア

クトビラ」を利用するには ADSL、FTTH、CATV などのブロードバンド接続環境が必要です。 
※10 プロバイダーや回線事業者との契約手続き・使用料は別途必要です 

(2)「BD-LIVETM」対応 
6．専用アプリのダウンロードにより iPhoneⓇで操作可能 
インターネット接続環境時に専用アプリ「REAL Remote」をダウンロードした iPhone や iPad
Ⓡなどでチャンネル選局や音量調節等が操作できます。 

7．ゲーム操作を向上するための機能搭載 
「ゲームモード」機能の搭載により、映像の遅延時間を短縮しました。 

8．その他の機能 
(1)奥行き感のある映像を手軽に楽しむことができる「2D-3D 擬似変換」機能 
(2)ハードディスク内での録画モード変換機能※11 

※11 XP/SP/LP/EP モードへの変換はできません。電源オフ中に行ないます。ハードディスク内変換ダビ

ング中に電源オンした場合は、変換を中止します 
(3)ムーブバック※12（書き戻し)機能 

※12 ファイナライズされていない BD-R/BD-RE のみ。DVD からの書き戻しはできません。高速でムーブ

バックできない場合、等速でムーブバックすることができますが、画質は劣化します。ブルーレイデ

ィスク TM からハードディスクにムーブバックした番組はディスクから削除されます。BD-R の場合、

ハードディスクにムーブバックしても、ディスク記録可能残容量が増えることはありません 
(4)ブルーレイディスク TMの BDXLTM規格に対応 
(5)「スカパー！プレミアムサービス Link」（録画）※13に対応 

※13 「スカパー！プレミアムサービス Link」を利用するためには、スカパー！プレミアムサービス視聴の

ご契約とスカパー！プレミアムサービス対応チューナーが必要です。スカパー！プレミアムサービス

で放送中の標準画質番組は標準画質での録画となります 
(6)DLNA（家庭内ネットワーク サーバー）機能※14 

※14 DLNA 対応機器でも、あらゆる条件での動作を保証するものではありません 
9．環境に配慮した商品づくり 

「資源有効利用促進法」に基づく特定化学物質の含有表示方法である J-Moss「グリーンマーク」

に適応しています。 

 

 主な仕様  

種類 
ハードディスク内蔵ブルーレイディスク TM レコーダー搭載 

三菱液晶テレビ「REAL LASERVUE」 
形名 LCD-50LSR4 LCD-39LSR4 

画面サイズ 50V 型 39V 型 
画面アスペクト比 16:9 

画素数（パネル種類） 水平 1920×垂直 1080 （フルハイビジョン） 
地上/BS/ 
110 度 CS 
デジタル 

○（3 個） 
チューナー 

地上アナログ 非対応 
CATV パススルー対応 ○ 

電源 AC100V  50／60Hz 

搭載スピーカー数 
サイドスピーカー   左右 各 2 個 

合計 10 個搭載  センタースピーカー 左右 各 1 個 
ウーハー        左右 各 2 個 
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音声実用最大出力

(JEITA) 
左右：10W＋10W、センター：10W、ウーハー：10W＋10W 

HDMI 入力端子 2 系統 2 端子※15 
ビデオ入力端子 2 系統 2 端子 
音声出力端子 1 系統 1 端子 

デジタル光音声出力端子 1 系統 1 端子 
ヘッドホン端子 1 系統 1 端子 

USB 端子 1 系統 1 端子（ハードディスク対応） 
i.LINK 

（TS 入力）端子 1 系統 1 端子 

SD カードスロット 1 系統 
LAN 端子 2 系統 2 端子 
消費電力 164W 129W 

年間消費電力量※16 160ｋWh/年 117ｋWh/年 
幅 113.2ｃｍ 88.9ｃｍ 

高さ 81.1ｃｍ 67.4ｃｍ 外形寸法 
奥行き 36.3ｃｍ 36.3ｃｍ 

質量 27.8ｋｇ 22.1ｋｇ 
主な付属品 リモコン、単 4 乾電池（×2）、固定用部品 

※15 HDMI 入力 1 のみ ARC 対応 
※16 年間消費電力量は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(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を基準に算出した、1 年間に使用する電力量です。

トップランナー基準(目標年度：平成 24 年度)に基づく値を今後、ホームページ等に記載します 
 
＜レコーダー部仕様＞ 

ハードディスク容量 1TB 
録画（メディアに直接） HDD、BD-RE※17、BD-R※18 

デジタル放送の「1 回だけ録

画可能」番組、「ダビング 10」

番組 

HDD、BD-RE※17、BD-R※18、DVD-RW（VR 方式）※19、 
DVD-RW（AVCREC 方式）※19、DVD-R（VR 方式）※20、 
DVD-R（AVCREC 方式）※20 ダ

ビ
ン
グ 

外部入力 
HDD、BD-RE※17、BD-R※18、DVD-RW（VR 方式）※19、

DVD-RW（Video 方式）※20、DVD-R（VR 方式）※20、 
DVD-R（Video 方式）※20 

メ
デ
ィ
ア
の
種
類 

再生 

HDD、BD-RE※17、BD-R※18、DVD-RW（VR 方式）※19、 
DVD-RW（AVCREC 方式）※19、DVD-RW（Video 方式）※19、

DVD-R（VR 方式）※20、DVD-R（AVCREC 方式）※20、 
DVD-R（Video 方式）※20、BD ビデオ※21、DVD ビデオ※22、

音楽用 CD※23、CD（JPEG）※24、SD（JPEG）※25、 
USB（JPEG）※25、DVD（AVCHD）※26 
SD（AVCHD）※27、USB（AVCHD）※27 

DR モード 地上デジタル HD 放送 約 127 時間 
AF モード 約 160 時間 
AN モード 約 254 時間 

AE（12 倍）モード 約 1080 時間 
XP モード 約 220 時間 
SP モード 約 443 時間 
LP モード 約 883 時間 

ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
録
画
時
間 EP（8 時間）モード 約 1,773 時間 
＊ 録画時間はおよその目安です 
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＜「スカパー！プレミアムサービス Link」録画可能時間の目安＞※28 
録画モード※29 本体内蔵ハードディスク（1TB） 

スカパー！プレミアムサービス 
（ハイビジョン画質番組） 

約 240 時間 
（約 130～300 時間）※30 

DR モード 
スカパー！プレミアムサービス 

（標準画質番組） 
約 410 時間 

（約 260～790 時間）※30 
※17 BD-RE DL（2 層）50GB／BD-RE SL（1 層）25GB（Ver.2.1 準拠 高速記録 2 倍速ディスクまで使用

可）。BD-RE XL（3 層）100GB（Ver.3.0 準拠ディスクまで使用可） 
※18 BD-R DL（2 層）50GB／BD-R SL（1 層）25GB（Ver.1.1、1.2、1.3 準拠 高速記録 6 倍速ディスクま

で使用可）。BD-R XL（3 層）100GB／BD-R XL（4 層）128GB（Ver.2.0 準拠ディスクまで使用可）。2013
年 3 月 31 日現在、BD-R XL（4 層）128GB は発売されていません 

※19 片面 4.7GB（Ver.1.1、1.2 準拠 高速記録 6 倍速ディスクまで使用可） 
※20 DVD-R（1 層）4.7GB／DVD-R DL（2 層）8.5GB（Ver.2.0、2.1 高速記録 16 倍速ディスクまで使用可、

Ver.3.0 高速記録 8 倍速ディスクまで使用可）。DVD-R DL へのダビングは AVCREC 方式のみ  
※21 リージョンコードに「A」が含まれるディスク 
※22 リージョンコードに「2」や「ALL」が含まれるディスク 
※23 音楽用 CD（CD-DA）、音楽用 CD 形式で記録され、ファイナライズ済みの CD-RW／CD-R 
※24 JPEG ファイルが記録された CD-RW／CD-R 
※25 JPEG ファイルが記録された SDHC（4GB～32GB）／SD（8MB～2GB）／USB 機器 
※26 AVCHD 方式で記録された DVD-RW、-R（ファイナライズ済みのもの） 
※27 AVCHD 方式で記録された SDHC（4GB～32GB）／SD（8MB～2GB）／AVCHD 方式のビデオカメラ

機器の USB 接続。本機では直接再生はできません。ハードディスクへダビングした後、再生できます 
※28 「スカパー！プレミアムサービス Link」録画可能時間の目安です。録画時間を保証するものではありま

せん 
※29 「スカパー！プレミアムサービス Link」の録画モードは、DR モードだけとなります 
※30 「スカパー！プレミアムサービス Link」録画可能時間は、録画する番組により異なります 

（ ）内の時間は、変動する録画可能時間の目安です 
録画時間の残量を表示する場合、表示の残量と実際の残量は異なる場合があります 

 商標関連  

1．”Blu-ray DiscTM（ブルーレイディスク TM）””Blu-rayTM（ブルーレイ TM）”“BD-LIVETM”“BDXLTM”
およびロゴは、ブルーレイディスク アソシエーションの商標です。 

2．『「スカパー！プレミアムサービス Link」ロゴ』は、スカパーJSAT 株式会社の商標です。 
3．「アクトビラ」は株式会社アクトビラの登録商標です。 
4．「TSUTAYA TV」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。 
5．AVCHD はパナソニック株式会社およびソニー株式会社の商標です。 
6．i.LINK はソニー株式会社の商標です。 

7．電子番組表は、米国 Rovi Corporation が開発した「G ガイド」を採用しています。 
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。 

 
 

8．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 

9．｢DIATONE」ロゴは三菱電機株式会社の登録商標です。 
10．「DIATONE」および「ダイヤトーン」は三菱電機株式会社の商標です。 
11．「GIGA.TV」は株式会社フェイス・ワンダワークスの商標です。 
12．Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。 
13．DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered 

trademarks of DTS, Inc. @DTS, Inc. All Rights Reserved.（DTS、DTS-HD、そのロゴ、お

よび DTS もしくは DTS-HD とそのロゴの組み合わせは、DTS, Inc.の登録商標です。） 
14．「NCV」およびそのロゴは三菱電機株式会社の登録商標です。 
15．x.v.Color はソニー株式会社の登録商標です 
16．DLNAⓇ、DLNA ロゴ、DLNA CERTIFIEDⓇ は、Digital Living Network Alliance の商標、

®
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サービスマークまたは認証マークです。 
17．AppleⓇ、Apple のロゴ、iPad、iPhone、iPod touchⓇは、米国および他の国々で登録された

Apple Inc.の商標です。App StoreSMは Apple Inc.のサービスマークです。 
18．iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 
19．The BluetoothⓇ word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth 

SIG,lnc.and any use of such marks by Mitsubishi Electric Corporation is under license. 
 

 製作担当工場  

三菱電機株式会社 京都製作所 AV 営業統轄部 営業第二課 
〒617-8550  京都府長岡京市馬場図所 1 番地 
TEL：075-958-3208 
 

 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機お客さま相談センター 
フリーコール 0120-139-365 
 
 

＊ ニュースリリースに記載されている内容は、広報発表日時点の情報です。予告なしに変更することがありま

すので、あらかじめご了承ください。 
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