
2022.09法人向けレグザ

視聴環境に合わせて、さまざまなコンテンツを高画質に
迫力の大画面で楽しめる 4K 液晶レグザ

M550L(B) SERIES
75V型 / 65V型 / 55V型 / 50V型 / 43V型

ホテルモード搭載
個人情報漏えい対策にも対応

宿泊施設向けの機能が充実

さまざまなニーズに対応さまざまなニーズに対応

宿泊施設向けクラウドサービス ※別途ご契約が必要となります。

宿泊客が動画配信サービス
をご利用時のログインアカ
ウント情報や閲覧情報など
を電源 OFF とともに自動
消去する個人情報漏えい対
策の機能も搭載しています。

他にも充実の機能搭載

さらに、１台設定すれば同一の設定内容をUSBメモリ経
由で他のテレビへ複製できるため、設定作業が簡単です。

※画像は75M550L

ホテル運営に便利な各種設定、および制限を
かける事ができます。
【設定可能な制限】
パワーオンボリューム / ボリュームリミット /
パワーオンインプット / 入力固定機能 / リモ
コンキー制限機能 / メニュー設定変更制限機
能 / 本体キー制限機能
※ホテルモード設定時、NETFLIX の視聴には対応し
ておりません。

◆スクリーンミラーリング対応
スマートフォンなどで表示している画面、
ビデオや写真などをテレビに表示し楽しめます。
※接続する機器によっては表示できない場合があります。
◆メディアプレーヤー対応
USBメディアに保存されている動画や音楽や
写真を再生して楽しめます。

◆Bluetoothデバイス (別売 )※対応
ワイヤレスでテレビの音を再生可能

ホテル客室インフォメーションシステム
ルームコンシェルジュ®

※リネンインディケータや施設内混雑情報、
Wi-Fi ランドリー稼働情報連携など拡張機能に
もオプション対応しています。

複数ページや多国言語対応、BGM機能、
さらに各種オプション連携可能

2022年モデル最新の技術を搭載

高画質なネット動画を
テレビの大画面で

ネット動画の特性に合わせた高画質処
理を行い、コントラスト・精細感をアッ
プすると同時になめらかに再現します。

ネット動画ビューティーZRⅡ

それぞれの視聴環境に合わせて
画質を自動で調整

室内の明るさや外光の影響、照明の
色の違いなどを検出し、画質を自動調
整します。

おまかせAIピクチャーZRⅡ

バランスの良いクリアな高音質で
映像体験を心地よく

※一部の機器では音声出力が遅延もしくは動作しない
場合があります。すべてのBluetoothオーディオ機器
での動作を保証するものではありません。また、一般
的に販売されているBluetooth キーボード・マウス、
オーディオ機器以外のその他のBluetooth 機器につ
いての接続動作は保証しておりません。

低音から高音まで、バランスの良い迫
力のあるサウンドを再現します。

レグザパワーオーディオシステム

高画質 高画質 高音質

簡易ホテル客室インフォメーションシステム
レグザウェルカムページ

１ページのみのシンプルな
お出迎えが可能

NEW

さまざまなニーズに対応さまざまなニーズに対応



形名 75M550L(B) 65M550L(B) 55M550L(B) 50M550L(B) 43M550L(B)

消費電力

音質

端子

その他

75V 型 65V 型 55V 型

2
3
3

-
-
1
1

2（録画専用1／汎用1）
1

IEEE802.11a/b/g/n/ac

内蔵

3840×2160 [4K パネル ]
50V 型 43V 型

29.0kg ／28.4kg 19.5kg ／19.0kg 14.5kg ／14.1kg

4（オーディオリターンチャンネル）　＊HDMI 入力端子２のみ対応

映像：1／音声：1［L・R］

12.0kg ／11.6kg 9.5kg ／9.2kg

このカタログの記載内容は 2022 年 9月現在のものです。

165.0×92.8
/189.3

142.8×80.4
/163.9

121.0×68.0
/138.8

109.6×61.6
/125.7

94.1×52.9
/108.0

248W
（0.4W/18W）

201W
（0.4W/18W）

149W
（0.4W/18W）

133W
（0.4W/18W）

132W
(0.4W/18W）

276kWh/ 年
　達成率 63%

217kWh/ 年
　達成率 67%

164kWh/ 年
　達成率 75%

20W（10W+10W）

3840×2160：60P/30P/24P
4096×2160：60P/30P/24P

148kWh/ 年
　達成率 75%

147kWh/ 年
　達成率 67%

チューナー

画面サイズ
画素数(水平×垂直 )

質量 (卓上スタンド含む／本体のみ)

新 4K 衛星放送
地上デジタル
BS・110度 CSデジタル

HDMIアナログ音声入力端子
アナログ音声出力端子
光デジタル音声出力端子
LAN 端子 [10BASE-T/100BASE-TX］
USB 端子
ヘッドホン端子
無線 LAN内蔵

無線 LAN
*1）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間／18.9 時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

画面寸法 (cm)
幅×高さ／対角

定格動作時
（リモコン待機時 / 機能動作時）

音声実用最大出力（JEITA）

HDMI 入力端子
［1080p(60p/24p)入力対応］
HDMI4K 入力対応
(ハイスピ―ド18Gbps 対応 )
ビデオ入力端子
（映像入力／音声入力）

法人向け（B）モデル専用保証

安心の本体保障期間「3年保証」

※3年保証はお申込みが必要です。

民生用レグザの保証は1年ですが、長くて
安心の3年間の保証がついています。

運用の幅が広がる「連続稼働時間16時間」
民生用レグザの一日当たり連続稼働時間は8時間ですが、長時間運用
が可能な16時間を保証いたします。長時間運用が必要な簡易型デジ
タルサイネージや情報表示など、活用の幅が広がります。

〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
　または、下記の「東芝テレビご相談センター」におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

【商品の保証】
商品保証はご購入日から3年間（別途要申込）です。取扱説明書・注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社指定サービス窓口が無償修理対応致します。
但し、離島・遠隔地への出張修理は出張に要する実費をいただきます。また、修理の際の取外し・再取付けに要する費用はお客様負担となります。
保証期間中であっても有料修理となる場合があります。保証内容については同梱の保証書の内容をご確認ください。修理の際は、保証書に所定の事項が記入されたものをご提示ください

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝テレビご相談センター」

0120-97-9674 0570-05-5100 03-3258-0470 03-6830-1048
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。  ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連するお客様の個人情報を、当社グループ会社、東芝家電製品関連各社や協力会社に提供する場合があります。

[ 一般回線・PHSからのご利用は ] [ 携帯電話からのご利用は ] [FAXからのご利用は ] ◎IP 電話などからフリーダイヤルサービスを
ご利用いただけない場合は、

(通話料：有料 )( 通話料：有料 )( 通話料：有料 )

クナン クナーナシ

商品詳細

商品詳細や寸法図などの詳細ついてはこちらをご参照ください。
寸法図 このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色

になります。商品をお選びになる際のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法
に定められた2026 年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。

年間消費電力量
（目標年度 2026 年度）

*1


