
価格は全て税抜表示

16V型浴室テレビ

／

感動の大画面。16V型デジタルハイビジョン登場。
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いつものバスタイムに、
この上ないくつろぎを。
スポーツ観戦しながら、ゆったりと湯船に浸かる。

子供の好きなアニメとともに、家族でお風呂を楽しむ。

お気に入りのドラマとともに、半身浴で癒される。

一日の疲れを癒すバスタイムに、

美しい映像と心地よい音がある幸せ。

身も心もリラックスできる、

この上ないくつろぎのひとときを浴室テレビとともに。

電源ボックス
（本体付属品）

アンプ



／



16V型デジタルハイビジョンと、喜びと感動に浸

空間を選ばない洗練されたデザイン
フェイス部の左右のメッシュパネルをアクセントに、
シンプルでスッキリとしながら個性的なデザイン。
様々な浴室壁面の素材・質感と馴染みやすく、浴室
のタイプにも合わせてお選びいただける、ブラックと
ホワイトの2色のボディカラーをご用意しております。

快適操作の防水リモコン採用
高い耐水性と防浸性を備えた防水リモコンで、浴槽に
ゆったり入りながらでも快適に操作できます。

○防水等級 IPX6/IPX7

データ放送対応（受信のみ）
ニュースや気象情報、スポーツの結果・経過などの情報
を見ることができるほか、番組表からお好みの番組
を検索できる機能も搭載。また、電子番組表、字幕
放送にも対応しています。

パネルに触れるだけで操作できるタッチスイッチを採用
したフラットなデザイン。フレーム部分を切り詰めた
凹凸のない外観は、清掃のしやすさも特長です。

壁面に馴染むフラットな外観

○
○
○

○
○

電源ボックス
（本体付属品）

アンプ



鮮やかな発色で、彩り豊かなハイビジョン画質を再現するLEDバックライトの
16V型液晶を採用。浴槽に入りながらでも、正面と変わらず美しい映像を楽しむ
ことができます。また、臨場感あふれる立体的な音を再現するサラウンドシステムを
採用しています。

地上デジタル・BS・110度CSの
3波受信可能
地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送
対応のチューナーをテレビ本体に内蔵。スポーツ中継や
ドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。
※製品付属の3波共用mini B-CASカードを本体側面に挿入する必要があります。
※BSや110度CSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。
　詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。

るひとときを。

オプションで
外部音声出力も可能

臨場感あふれる画質・音質

■映像・音声に合わせて選択できる５つの視聴モード
通常の番組などを楽しむときに適した設定。

くっきりと色鮮やかで、より迫力ある映像を実現。

コントラスト感を抑え、暗い映像がより見やすい設定。

○標準
○ダイナミック
○映画

○音楽 メリハリのある音を再現し、音楽を聴くときにおすすめ。
○静音 外部への音漏れに配慮した低音を抑えた設定。
※各視聴モードは、映像や音声の微調整が可能です。

上下160° 左右160°の幅広い視野角

※イメージです。下から

正面

スピーカー
システム

電源ボックス
（本体付属品）
電源ボックス
（本体付属品）
電源ボックス
（本体付属品）

アンテナ

アンプアンプアンプ

外部音声出力中継ケーブル
（別売品）

中継ケーブル4.5m
（本体付属品）
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●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

0570-550-258携帯電話での
ご利用はこちらまで

全国共通

●受付時間：平日9：00～19：00（土日・祝日および当社指定休日を除く）

●修理の受付時間：365日24時間
●修理の相談時間：平日9:00～18：30 土日・祝日9：00～17：00

■修理についてのお問い合わせは、
リンナイお客様センターへ

■保守点検・所有者登録についての
お問い合わせは、リンナイ保守点検コールセンターへ

※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

関 東 支 社

東 京 支 店

北関東支店

東関東支店

南関東支店

03（3471）9047
03（3471）9047

048（770）6001

043（273）3360

045（320）3051

東 北 支 社

北 海 道 支 店

新 潟 支 店

中 部 支 社

関 西 支 社

022（288）3251
011（530）5555

025（247）6610

052（363）8001
06（6786）3612

082（277）5167

087（821）8055

092（281）3234

03（5783）3455

中 国 支 店

四 国 支 店

九 州 支 社

アール・ジー株式会社
間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめの上、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

■オプション

■電源ボックス仕様（テレビ本体付属品）■TV本体仕様

※視野角：真正面から見た角度を0度として、コントラスト比 10：1以上を保てる角度（JEITA規格に準拠）

■ES（エンジニアリングサービス）について　デジタル対応の受信機のソフトウェアおよび放送受信環境データを、常に最適な状態にします。将来のバージョンアップに対応しています。
■J-Mossについて　資源有効利用促進法の改正に伴い、新たに日本工業規格（JIS）として制定されたJ-Mossに対応しています。対象6物質「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・
PBB（ポリ臭化ビフェニール）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）」を全廃しています。
J-Moss：the marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）
■ご注意　●おふろをお使いになった後は、浴室内の換気を十分に行ってください。行わないと故障の原因となります。●使用温度（0℃～50℃）を超えた温度で使用しないでください。故障の
原因となります。●本製品は防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカーの穴に水膜ができ、スピーカーの音が聞こえにくくなることがあります。また、タッチスイッチの誤動作の原因となります。
●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●テレビを
営利目的または公衆に視聴されることを目的として、ホテルなどにおいて画面サイズ切換機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権上で保護されている著作者の権利を侵害する
恐れがありますのでご注意ください。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。●補修用性能部品の保有期
間は製造打ち切り後8年です。●本カタログに掲載された画像はすべてイメージです。実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。●年間消費電力量とは：省エネ法に基いて、一般家庭での1日
の平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
■地上デジタル・BS・110度ＣＳ放送の視聴について ●製品付属の3波共用mini B-CASカードを本体側面に挿入する必要があります。
■地上デジタル放送について ●地上デジタルテレビ放送をご覧いただくには、地上デジタルテレビ放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブー
スター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。 ●本製品はデータ放送の双方向サービスに対応しておりません。 
■BS・110度ＣＳデジタル放送について ●ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル放送を視聴するには、対応した衛星アンテナの設置が必要です。また、分配器やブースター等をご使用の場合も、対応した機器が必要です。●ＢＳ・１１０
度ＣＳの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。 ●東経１２４度または東経１２８度を使用して放送されているＣＳデジタル放送はご覧になれません。

■CATVの受信について ●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ受信可能です。受信するには、CATV会社との受信契約が必要です。詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。

名称

外形寸法（ｍｍ）

質量（kg）

使用温度範囲 

防水等級

受信チャンネル

液晶画面

音声

バックライト

主な機能

B-CASカード

16V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン浴室テレビ

幅466×高さ260×奥行30

2.9（付属品含まず）

使用温度　０～５０℃

JIS C0920-2003　JIS保護等級6（耐水形）（IPX6）    

○地上デジタル放送 ○ＢＳデジタル放送 ○110度ＣＳデジタル放送 
○CATV（地上デジタル放送と同一方式の放送は受信可能な場合あり）

○16V型 ○有効表示部領域寸法 幅34.4×高さ19.4×対角39.5cm
○1,366 × 768画素（水平 × 垂直） ○視野角※ 上下160° 左右160°

名称

外形寸法（ｍｍ）

質量（kg）

定格入力

使用温度範囲

消費電力（W）

電源ボックス

幅120×高さ69.4×奥行160

0.7

AC１００V±1０%（５０/６０Hz）

使用温度　０～５０℃（90%RH　但し結露無き事）

22（待機時消費電力 0.4以下）

◎外部音声出力ケーブル 4.5m／DSC-V1600-04（24-7837） 希望小売価格 ¥8,800（税抜価格）

◎中継ケーブル 15m／DST-1201A-15（24-3033） 希望小売価格 ¥10,800（税抜価格）

◎外部入出力中継（映像･音声）ケーブル15m／DSC-1600-15（24-7845）　
　希望小売価格 ¥19,500（税抜価格）  コンポジット（アナログ端子）専用

◎外部機器操作用リモコン／DSR-04（24-7853） 希望小売価格 ¥15,000（税抜価格）

■外形寸法図

<取替専用>

LED

○オフタイマー/無操作電源オフ ○電子番組表 ○番組情報表示 ○字幕表示 
○データ放送　※データ放送の双方向サービスには対応しておりません。

リモコンセット、中継ケーブル（4.5m）、F型接栓、壁取付け用ビスセット、壁取付板金、
施工用型紙、取扱説明書（保証書）、設置工事説明書      

○スピーカー φ36×２個 ○スピーカー実用最大出力 0.5W+0.5W  ○サラウンド

３波共用カードを同梱

付属品

■浴室テレビ用リモコン仕様（テレビ本体付属品）

名称

外形寸法（ｍｍ）

質量（g）

定格入力

使用温度範囲

防水等級

付属品

浴室テレビ用リモコン

幅59×高さ140×奥行15

52（電池を除く）

ＤＣ３Ｖ　リチウム電池（CR２０３２）×１個

使用温度　０～５０℃

JIS C0920-2003　JIS保護等級6（耐水形）（IPX6） JIS保護等級7（防浸形）（IPX7）

リモコンホルダー、ビスセット、電池（CR２０３２）

※データ放送の双方向サービスには対応しておりません。

16V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン浴室テレビ

DS-1600HV-B（24-7551）　オープン価格 DS-1600HV-W（24-7543）　オープン価格

Black White

付属品

達成率
146％

年間消費電力量
30kWh／／年目標年度

2012年度

TV本体 浴室テレビ用
リモコン

電源ボックス
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このカタログの掲載内容は、2017年3月現在のものです。
●本カタログに掲載しております商品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み商品の引き取りなどの
費用は含まれておりません。
●印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
●本カタログの表示画面はイメージです。画面はハメコミ合成です。

※本製品の左側面にカードの挿入口があります。左側面は壁から１２ｃｍ以上離して取り付けてください。


