
46V型 

HX700シリーズ

40V型 

［新発売］

　なめらかでリアルな映像美を再現する、
「4倍速液晶」高画質モデル

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費および使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。また、テレビ
（ブラウン管方式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金が必要になります。

みんなで家電リサイクル、
つくろう循環型社会

sony.jp/bravia /

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

〈ブラビア〉HX700シリーズカタログ

※2010家電エコポイント制度については、家電エコポイント公式ホームページ（http ://eco-po in ts . jp）でご確認ください



4倍速＋クリアブラックパネルが描きだす高画質映像を、
「アップワードスタイル」で快適に視聴

46V型 HX700 40V型 
シリーズ

高画質機能 画質調整機能

快適な視聴スタイル

インターネット接続

「モーションフロー」イメージ図

従来のパネル（当社比）

外光が画面に当たることで
全体が白っぽくなり、
コントラストが低く
色彩もぼやけた感じにテレビ断面図
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テレビは、コマ数が増えるほど動きがなめらかに。4倍速液晶「モーションフロー240Hz」は、通常1秒間60コマの映像を

240コマに変換。残像感が低減され、動きの速い映像もなめらかに再現します。

スポーツなど動きの速い映像もなめらかに 4倍速液晶「モーションフロー240Hz」

「クリアブラックパネル」は、画面に

当たる光の反射と拡散を大幅に低減。

また、液晶パネル内部からの映像光が

パネル表面で拡散するのを抑え、映像

本来の鮮やかさや、くっきりとした輪郭

を再現。リアリティー豊かな映像を

楽しめます。

明るい部屋でも画面が反射しづらい クリアブラックパネル

テレビの放送波

最初の映像と次の映像の動きに差が
あるため残像として目に残ります

モーションフロー240Hz
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クリアブラックパネル効果の比較図（イメージ）

液晶
パネル

クリアブラックパネル

フラットな表面処理により、
外光と映像光の反射と

拡散を抑え、鮮やかな色彩や
深い黒を再現

4倍速だと4倍のコマ数
を処理できる。
だから、よりなめらか！

テレビラックやローボードの高さに合わせて、画面の傾きを調整可能。

快適な視線で、ハイビジョン映像を楽しめます。

画面を見やすい角度に調整できる アップワードスタイル

6度
0度

※画面の角度は0度と6度の2つから選べます

6度

方向を定めず広範囲に広がる無線信号により、テーブルなどに置いた

まま、向きを気にせずに使用可能。豊富なダイレクトボタンで操作も

かんたんです。

向きを気にせず、かんたん操作 おき楽リモコン

ご覧いただけるサービス

「ユーネクスト」 「アクトビラ」

無線接続で手軽に〈ブラビア〉ネットチャンネルを楽しめる

無線LAN
ルーター

〈ブラビア〉の
 USB端子に接続

部屋の視聴環境を感知して、画面の明るさや画質を自動調整 おまかせ画質センサー

自然光や照明の種類を感知

し、自動で色温度と明るさを

調整します。

〈ブラビア〉がまるでレンタルビデオショップに〈ブラビア〉ネットチャンネル

ブロードバンドに接続すれば、さまざまなネット動画を視聴できる

〈ブラビア〉ネットチャンネル。有料番組の決済も付属のリモコン

でかんたんに行えます＊。

46V型

40V型 エコポイント数（点）：23,000
エコポイント数（点）：36,000

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
「デジタル・コンサートホール」「YouTubeTM 」

写真はKDL-46HX700と別売シアタースタンドシステムRHT-G15、
ブルーレイディスクレコーダーBDZ-RX55です

無線LANルーターとの通信設定がかんたんにできるWPS機能

に対応。家庭に無線LAN環境があれば、〈ブラビア〉にUSB無線

LANアダプターを差すだけで、

すぐにワイヤレスでコンテンツ

を楽しめます。

USB無線LANアダプター 
UWA-BR100
オープン価格［新発売］

無線LANでの接続イメージ

昼間  夜

［自然光］

※写真はイメージです

［蛍光灯］ ［間接照明］
日中の日差しに対応した画質に調整 部屋の照明環境に合わせた画質に調整

センサーで部屋の
環境を感知

※［〈ブラビア〉ネットチャンネル利用上の注意］について、裏表紙をご覧ください ※［無線LAN接続利用上の注意］について、裏表紙をご覧ください

おき楽リモコン＊なら、
テレビに向けなくてもOK!

赤外線方式のリモコンだと、
テレビにしっかり向けないとダメ！

＊おき楽リモコン・・・RF方式

テレビラックにおすすめの0度 ローボードにおすすめの6度

見やす
い

使いや
すい

かしこ
い

たのし
い

なめら
か

キレイ

＊対象サービス：アクトビラ（一部「Edy（エディ）」に対応していないコンテンツがあります）



●

2010.6
カタログ記載内容2010年6月現在

CWMP-2  Printed in Japan.   （84940017）R

主 な 仕 様

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「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や、熱器具などの近くに設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。
テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

ディスプレイ奥行10.0

31.0

66.5

46.8

62.8

102.3

スイーベル
左右20度

ディスプレイ奥行10.2

37.0

74.1

46.8

70.4

115.4

スイーベル
左右20度

単位：cm 単位：cm

地上デジタル、BS・110 度 CSデジタル、地上アナログ、CATV 地上アナログ C13～C63ch、CATVパススルー＊1

有効画面サイズ

チューナー

テレビ型名

「USB 無線 LANアダプター」UWA-BR100 対応（別売）＊2

4 倍速液晶「モーションフロー240Hz」、ブラビアエンジン3、画素数  ： 水平 1,920×垂直 1,080（フルHD）、
アドバンスト・コントラスト エンハンサー、おまかせ画質センサー高画質機能

デジタルアンプ、サラウンド回路  S-Force フロントサラウンド、音声多重回路高音質機能

実用最大出力（JEITA）

インターネットワイヤレス接続対応

スピーカー

D5 端子×2（背面）、   ビデオ入力端子×2（側面 1、背面 1）、   HDMI 入力端子×4（側面 2、 背面 2）、
PC入力端子 D-sub15ピン （音声：ステレオミニ）（背面）、  光デジタル音声出力端子（MPEG2 AAC（デジタル放送）／
ドルビーデジタル／ PCM）×1（背面）、   USB 端子×1（側面）、   LAN 端子（100BASE-TX／10BASE-T）×1（背面）

入／出力端子

19.2［22.4］kg24.3［28.4］kg

172W［0.17W］210W［0.17W］

質量［スタンド含む］

消費電力［待機時］

SU-WL500

SU-FL71L／FL71M

壁掛けユニット

専用スタンド

標準スタンド、ブラビアリンク（リンクメニュー対応）搭載おき楽リモコン、
単4形乾電池（2個）、転倒防止用固定ベルト一式 主な付属品

寸法図

KDL-46HX700 ［ワイド46V型］ KDL-40HX700 ［ワイド40V型］

10W+10W

2個（フルレンジ）

幅 101.8・高さ57.3・対角116.8cm 幅 88.6・高さ49.8・対角101.6cm

※画面の角度は0度と6度の
2つから選べます

※画面の角度は0度と6度の
2つから選べます

カタログ上の注意　●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される
ことがあります ●商品設置画像はイメージです。テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続
などが必要です ●実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品
のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選び
ください  ●JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値-高
周波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の
高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です ●本製品の一部には、Independent 
JPEG Groupの研究成果を使用しています ●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 ●“SONY”、“make.believe”、“BRAVIA”およびそのロゴはソニー
株式会社の商標または登録商標です ●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 ● マーク、 および
「ａｃＴＶｉｌａ」、「アクトビラ」は、株式会社アクトビラの商標です ●液晶、プロジェクションなどの固定
画素方式テレビのV型（40V型など）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です 
●仕様内のJEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です
テレビ設置上の注意 ●設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者に

ご相談ください。壁掛けユニット（別売）については同様にご相談ください（家屋の構造によって
は、取り付けられない場合があります） ●専用のフロアスタンド（別売）や壁掛けユニット（別売）
を使用する場合を除き、テレビは壁から10cm以上離して設置してください。壁などに近づけ
過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。また、
通気孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります ●テレビを市販
のラックなどに置く場合は、テレビの底面よりも広く、水平であることをご確認ください。また、
耐荷重量や対応サイズもあわせてご確認ください
テレビを安全に使用するために  ●裏ブタをはずしたり、セットの内部の改造をしないでくだ
さい ●アンテナの取り付けには危険がともないますので、十分に注意して行ってください。
特に、風の強い日や雨や霧のような天候の悪い日の設置は非常に危険ですので、設置作業
は行わないでください
商品購入時の注意  ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ大切に保管してください 
●デジタルCS放送チューナーに同梱のICカードにはID番号（16桁）がついています。お買い
あげの際はご確認ください ●当社は、このカラーテレビ、衛星放送関連機器の補修用性能部品
を製造打ち切り後8年保有しています

総合出力430W コーナーカット キャスター付ブラビアリンク

オープン価格
［新発売］

■JIS C 61000-3-2適合品

地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ  

＊1：CATV会社が地上デジタル
放送を再放送する際の、同一
周波数パススルー方式と、周波
数変換パススルー方式のすべて
の周波数に対応　
＊2：無線LAN接続利用上の
注意は下記をご覧ください

HX700シリーズ

リビングで映画館のような臨場感を手軽に味わえる シアターラック
シアタースタンドシステム RHT-G11

オープン価格［新発売］

［〈ブラビア〉ネットチャンネル利用上の注意］〈ブラビア〉ネットチャンネルの利用にはブロードバンド接続環境（ADSL、FTTH、CATV等。FTTHを推奨）が必要です。アクトビラ ビデオの利用
には実効速度6Mbps程度、アクトビラ ビデオ・フルの利用には実効速度12Mbpsの回線速度が必要です。「アクトビラ」の利用条件については「アクトビラ」ポータル（actvila.jp）を
ご確認ください。プロバイダーや回線業者との契約・使用料は別途必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、利用いただけない場合があります。天災、
システム障害その他の事由によりサービスを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。コンテンツは無料のものと有料のものがあり、ハイビジョン画質ではないものもあります。
「YouTubeTM 」はパソコン版と比べて一部ご覧になれないコンテンツがあります

［無線LAN接続利用上の注意］ 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用機器などにより変化します。また、電波状況により
通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。HX700シリーズで別売
USB無線LANアダプター（UWA-BR100）を使用して「ソニールームリンク」を利用する場合、再生できる番組は12Mbps以下で録画したものとなります ※ご利用のネット
ワーク環境によって数値は異なります

●外形寸法：幅113.0×高さ48.3×奥行45.2cm
●質量：48.0kg  ●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、
S-Force Pro フロントサラウンド採用

●外形寸法：幅155.0×高さ40.3×奥行45.2cm
●質量：52.0kg  ●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、
S-Force Pro フロントサラウンド採用

総合出力430W ブラビアリンク キャスター付

シアタースタンドシステム RHT-G15
オープン価格［新発売］


