
ポータブルテレビ

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、テレビ（ブラウン管式、液晶式※、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

※電源として電池又は蓄電池を使用する液晶テレビは対象外です。対象機種に関する情報は14-15ページをご覧ください。

ブルーレイディスクプレーヤー/HDDレコーダー付ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ／
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ　

総合カタログ
2023



テレビの場所が自由になると、
くらしはもっと自由になる。

テレビのある場所に観に行くのではなく、あなたのいる場所にテレビを連れて行く。

ポータブルテレビなら、あなたの観たいコンテンツを好きな時に、好きな場所で楽しめます。

テレビ番組はもちろん、録画もネット動画も※1。

防水だから、お風呂でもキッチンでも安心です。

テレビの「持ち運び」が自由になれば、あなたのプライベートがもっと充実するはずです。

PORTABLE TV   |   PRIVATE VIErA
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防水
タイプ

NEW

防水モデル
UN-15LD12H

スタンダードモデル
UN-19FB10H

キッチンで、ながら見を楽しめる。バスルームがYouTubeシアターに。

ベッドの上で録りためたドラマを。 チューナーは置いたまま。モニターだけ持ち運ぶ。

JIS IPX6/
IPX7相当

※1 インターネット動画の再生状況については、お客様のネット環境によります。サービスについて詳しくは「スマートTVアプリ」サイト（https://panasonic.jp/viera/apps.html）をご覧ください。　●ご使
用になる建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かず、コンテンツが視聴できない場合があります。　●シーンはイメージです。ディスプレイ表示はハメコミ合成（イメージ）、表示内容は使用例です。
●建物の構造や周囲環境によって電波が届かない場合があります。 3



L I N E  U P

●本カタログ掲載のポータブルテレビ チューナー部には、2018年12月に開始されたBS・110度CSによる4Ｋ・8Ｋ放送（新4K8K衛星放送）の受信および録画機能は搭載されていません。　●アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告な
く変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。　※1 市販のBDやDVD、テレビ放送やAVCHDが録画されたBDやDVDのみ対応（3DのBD、3D/ProgressiveのAVCHDは非対応、CD、写真、DVD-RAM、
BD-XLは再生不可）。ディスク再生はモニター部とテレビ（HDMI接続）では同時に視聴できません。詳しくは14ページの「再生可能なディスク」をご覧ください。　※2 周囲温度20℃、電源「切」時。　※3 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」時。エコ充
電「切」で充電した場合。電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。　※4 購入時の画質設定（「スタンダード」）。テレビ放送視聴時、スピーカー使用時、エコ充電「切」で充電した場合。 ※5 「radikoプレミアム（エリアフリー聴取）」「タイムフリー聴取機能」「シェアラジオ」はご
利用いただけません。　※6 Netflix（ネットフリックス）を視聴するためには、Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。サービスの詳細については、公式サイト（https://netflix.com ）をご覧ください。　※7 FB10HはU-NEXTのライブ配信には非対応です。　※8 15倍録モードの場合。マ
ルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。　※9 2番組同時録画中のチャンネル/放送切換は、録画中の番組間でのみ行えます。　※10 当社にて動作確認をしているUSB-HDDをお使いください。すべての製品の動作を保証するものではありませんの
で、あらかじめご了承ください。動作確認機器について詳しくは、panasonic.com/jp/support/portable_tvをご確認ください。USB-HDDに記録できる最大番組数は1000です。　※11 シングルチューナーのため、裏番組録画には対応していません。録画中はチャンネル固定になり、他の番組

万一、リコール対象（当社が無償で点検・修理、または交換などを行うこと）になったとき、不安全を回避するために、当社がモニター画面でお知らせしたうえで、充電含む一部機能を停止させることがあります。（19F11を除く）

【液晶パネルについて】モニター部の液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

【視聴について】は8ページをご覧ください。　【インターネット動画配信サービスについて】は8ページをご覧ください。

オープン価格※
〇この商品はお取扱い先を限定しております。

〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

UN-15LD12H

ブルーレイディスクプレーヤー/HDDレコーダー付
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

チューナー部

15v型

モニター部 モニター用充電台

充電台
付属

モニター部 モニター用充電台

充電台
付属

YouTubeも録画もブルーレイ※1も楽しめる
オールインワン

LD12H

オープン価格※
〇この商品はお取扱い先を限定しております。

〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

UN-15L12H
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

チューナー部

Fire TVシリーズ ・ Chromecast をつないで
多彩なネットコンテンツも楽しめる

スピーカー

モニター部質量

内蔵バッテリー
持続時間

充電時間

視聴コンテンツ

録画対応

操作性

見やすい設計

連携機能

くらしに役立つ
ディスプレイ

持
ち
運
ぶ

見
る

聴
く

つ
な
が
る

カレンダーLINE連携※20
置き時計機能（カレンダー・天気情報・時刻）

音声プッシュ通知※18※19

Bluetooth®対応※14
音声実用最大出力（JEITA）1.6 W

スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」※16 番組持ち出し対応

モニター部引っ掛け※13 可能

約1.4kg

最長約3時間※3
初期設定時：約2時間10分※4

約4時間※2

水回りで見たいなら防水モデル

L12H

USB-HDD（別売）※10 録画対応（裏番組録画）

500GB HDD内蔵（最長約672.5時間録画対応可能※8）2番組録画対応※9
ブルーレイディスク/DVD※1

HDMI入力(モニター部)※17NEW

プレビューサーチNEW

1.3/1.6倍 早見再生※12NEW

4段階チルトスタンド

15v型

NEW NEW

※5

NEW NEW
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を見ることはできません。　※12 録画などの同時動作の組み合わ
せによっては、早見再生ができない場合があります。　※13 【引っ
掛け使用時の留意点】については6ページをご覧ください。　※14 
Bluetooth®のご利用には、無線LANを5 GHzで接続することをお
勧めします。2.4 GHzの無線LANで接続中は映像や音声が途切れやすくなったり、動作に制限がかかる場合があります。　※15 DLNAには非対応ですが、通常のお部屋ジャンプリンク機能をご利用いただけます。各機種の機能制限についてなど詳しくは、panasonic.jp/support/r_jumpを
ご覧ください。　※16 モニター部の使用中は、スマホでリモート視聴はできません。またリモート視聴中は、本機のモニター部は使用できません。視聴アプリ「どこでもディーガ（無料、別途通信料が必要です）」のダウンロードが必要です。iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。すべての
Android™端末において、動作を保証しているわけではありません。スマートフォンやタブレットなどの端末と本機を宅内ネットワークに接続して視聴アプリにて機器登録（ペアリング）が必要です。90日間、宅内ネットワークに接続して使用しなかった場合はペアリング期限の更新が必要です。詳
しくはサポートページpanasonic.jp/support/av/d_digaを参照ください。　※17 Fire TVシリーズ / Chromecast 等は防水非対応です。これら外部機器の接続時は浴室及び、直接水や蒸気がかかる場所や、非常に湿度の高い環境下でのご使用はできません。外部機器との接続中には端
子ふたを閉じることはできません。HDMI端子部は防水非対応です。　 ●Fire TVシリーズ / Chromecast 等のストリーミングデバイスのリモコンで音量/電源の操作をする場合、モニターのリモコンモードを【モード１】へ変更してください。　※18 【エアコン連携操作を利用する場合】は10ペー
ジをご覧ください。　※19 インターネットの接続と設定が必要です。 本機や対応家電本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳細については（https://panasonic.jp/voicepush/）をご参照ください。　※20 LINEでの操作時は、本機がインターネットに接続されている必要があ
ります。LINEから予定、伝言・メモの送信・確認はできますが、削除はできません。絵文字には対応していません。本機からスマホに伝言・メモを送ることはできません。事前に当社指定のLINEの公式アカウントを友だちに追加し、機器を登録いただく必要があります。　●インターネットサービスの
ご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、FTTH（光）、CATVなどのブロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

モニター部 モニター部
チューナー部チューナー部

19v型19v型

オープン価格※
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

UN-19FB10H
オープン価格※　色：-K（ブラック）

〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

UN-19F11
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

●リモコン付属 ●リモコン付属

見たい場所に持ち運んで
テレビもYouTubeも楽しめる

アンテナ線がない部屋でも
テレビが楽しめる

FB10H

オープン価格※　色：-W（ホワイト）
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

UN-10E11
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

●防水リモコン付属

お風呂やキッチンで
テレビが楽しめる

E11L12 F11

チューナー部 モニター部

10v型

モニター部

オープン価格※
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

UN-10L12
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

おうちの好きな場所で
テレビもYouTubeも楽しめる

チューナー部 モニター用
充電台

10v型

充電台
付属

お部屋ジャンプリンク※15

スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」※16

バスレフポート付スピーカーボックス搭載 音声実用最大出力(JEITA) 6 W

HDMI入力(モニター部)

シンプルスタンド

約0.80kg

約4時間※2

約1.8kg

シンプルスタンド

YouTube / Hulu / 
U-NEXT※7 / DAZN / 
ラジオ（radiko）※5

※6

最長約3時間※3
初期設定時：約2時間30分※4

最長約3時間30分※3
初期設定時：約2時間50分※4

最長約3時間30分※3
初期設定時：約2時間※4

約0.89kg

約3時間30分※2

●データ放送はプライベート・ビエラのモニター部では視聴できません。
●防水リモコンのdボタンはチューナー部とHDMIケーブル（別売）
　で接続したテレビ（別売）で視聴時のみ有効です。

防水リモートコントローラー
DY-RM35 オープン価格※　色：-W（ホワイト）

液晶保護フィルム
15v型用 DY-15AG1
オープン価格※
10v型用 DY-10AG1
オープン価格※

モニター用充電台
DY-BC50
オープン価格※
色：-K（ブラック）

LD12H/L12H/L12用 別売

大画面で見たいならスタンダードモデルP.11・12 P.13

USB-HDD（別売）※10 録画対応（留守録※11）

3段階チルトスタンド

1.3倍 早見再生※12

約2.3kg

NEW
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PORTABLE TV   |   自由に持ち運べる

見たい場所に
テレビを連れて行く。

モニター部とチューナー部の二体型だから、家じゅう持ち運んで好き
な場所で好きな時に映像を楽しめます。

チルトスタンド採用なので、見
やすい角度に調節可能、持ち
運びや引っ掛けても※5※6使え
ます。

【視聴について】は8ページをご覧ください。【インターネット動画配信サービスについて】は8ページをご覧ください。
【防水モニター部と防水リモコン(LD12H/L12H/L12は別売、E11は付属)の防水性能について】●防水性能は、LD12H/L12Hはヘッドホン出力端子部・HDMI入力端子部、L12はヘッドホン出力端子部、E11はACアダプター接続端子部のふたが正しく
閉まった状態です。●IPX6（噴流に対する保護等級）について：常温の水道水にて、機器から約3 ｍ離れて、内径12.5 ｍｍのノズルであらゆる方向から約100 L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。　●
IPX7（浸水に対する保護等級）について：常温の水道水にて、水深1 ｍに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。　【お風呂でご使用および洗う際のご注意】 ●モニター部の端子ふた、防
水リモコンの電池ふたをしっかり確実に閉じてください。ふたが開いたままご使用されるとモニター部または防水リモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対応となりません。　●石鹸水・シャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水
で弱めの水量で洗い流してください。　●故意に落下させたり湯船（温水）に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。 ●水のかかるおそれのある場所で、ACアダプターや充電台を使用しないでください。　●ご使用後は、乾いた柔
らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。　●モニター部と防水リモコン以外は、防水および防滴仕様ではありません。　●防水性を維持するため、2年に1度はモニター部の端子ふたなどの防水に関する部品の交換（有料）をお勧めします。

最長約3時間視聴※2※3のバッテ
リー搭載だから、持ち運んだ先で
好きな映像をじっくり楽しめます。
充電はクレードル式の充電台にポ
ンと置くだけ※4。

※2 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液晶画
面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」時。エコ
充電「切」で充電した場合。電池持続時間は
使用条件によって短くなる場合があります。

※3 E11/FB10Hは最長3時間30分です。
※4 E11/FB10Hには非対応です。

※6 E11はチルトスタンドではないため、引っ
掛けのみに対応しています。

チューナー部

※5 【引っ掛け使用時の留意点】①左右2箇所にS字フック（市販品）を使用し、モニター部を備え付けのパイプに引っ掛けて設置してください。②S字フック（市販品）がスタンドの脚よりも外側になるように設置してください。落下防止ワイヤー（市販品）をモニター部のスタンド（E11は
フック引っ掛け部）とパイプに通し、しっかり締結してください。 【使用するS字フック（市販品）の留意点】S字フック（市販品）は１個につき耐荷重5 kgf以上、内径15 mm～25 mm、太さ4 mm以下で、材質が金属でしっかりと引っかかる形状のものをお選びください。 【使用するワイヤー
（市販品）の留意点】耐荷重10 kgf以上、ワイヤー（市販品）の長さはS字フック（市販品）より少し長めのものをお使いください。落下防止用ワイヤー（市販品）をお買い求めください。 【使用するパイプの留意点】耐荷重10 kgf以上で備え付けのものをご使用ください。パイプは両支えで
金属製のものをご使用ください。パイプを新たに設置される場合は工事専門業者にご依頼ください。パイプの耐荷重がご不明な場合は、業者に調査をご依頼ください。吸盤や両面テープで固定されたパイプは、設置面により耐荷重が変わりますので使用しないでください。

全機種対応機種

家じゅう持ち運んで※1、
好きな時に好きな場所で見る。

LD12H対応機種 L12H L12 E11 FB10H LD12H対応機種 L12H L12 E11 FB10H

最長約３時間視聴※2※3できる
バッテリー搭載。

見たい場所で
見やすいスタイルで見る。
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無線ルーター

PORTABLE TV   |   自由に持ち運べる

見たい場所に
テレビを連れて行く。

モニター部とチューナー部の二体型だから、家じゅう持ち運んで好き
な場所で好きな時に映像を楽しめます。

チルトスタンド採用なので、見
やすい角度に調節可能、持ち
運びや引っ掛けても※5※6使え
ます。

洗い物や掃除中など家事をしながらでもネックスピーカーやイヤホン
と接続すれば、聞き取りやすい音で番組が楽しめます。

※1 ご使用になる建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かず、コンテンツが視聴できない場合があります。　※10 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。すべてのAndroid™端末において、動作を保証しているわけではありません。スマートフォンや
タブレットなどの端末と本機を宅内ネットワークに接続して視聴アプリにて機器登録（ペアリング）が必要です。90日間、宅内ネットワークに接続して使用しなかった場合はペアリング期限の更新が必要です。詳しくはサポートページ
panasonic.jp/support/av/d_digaをご参照ください。　※11 別途、通信料が必要です。　※12 DLNAには非対応ですが、通常のお部屋ジャンプリンク機能をご利用いただけます。各機種の機能制限についてなど詳しくは、
panasonic.jp/support/r_jumpをご覧ください。お部屋ジャンプリンク対応のディーガやビエラが必要です。詳細は、panasonic.jp/jumplinkでご確認ください。　●他社機器との接続につきましては、保証しておりません。　●無線LAN接続でお部屋ジャ
ンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター（アクセスポイント）との接続が必要です。　●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、ご利用いただけない場合があります。　●インターネットサービスのご利用に
は、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、FTTH（光）、CATVなどのブロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。外出先からスマホで番組を視聴する場合、本機はIPv4（PPPoE等）の
環境でインターネット接続してください。「v6プラス」、「transix」等のIPv4 over IPv6環境では正常動作しない場合があります。　●お使いの携帯電話回線およびネットワーク環境によっては、再生映像が途切れるなど正しく視聴できない場合があります。
●ご利用のルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、設定方法についてご不明な場合は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。　※13 Bluetooth®のご利用には、無線LANを5 GHzで接続する
ことをお勧めします。2.4 GHzの無線LANで接続中は映像や音声が途切れやすくなったり、動作に制限がかかる場合があります。 　●シーンはイメージです。ディスプレイ表示はハメコミ合成（イメージ）、表示内容は使用例です。　

【視聴について】は8ページをご覧ください。【インターネット動画配信サービスについて】は8ページをご覧ください。
【防水モニター部と防水リモコン(LD12H/L12H/L12は別売、E11は付属)の防水性能について】●防水性能は、LD12H/L12Hはヘッドホン出力端子部・HDMI入力端子部、L12はヘッドホン出力端子部、E11はACアダプター接続端子部のふたが正しく
閉まった状態です。●IPX6（噴流に対する保護等級）について：常温の水道水にて、機器から約3 ｍ離れて、内径12.5 ｍｍのノズルであらゆる方向から約100 L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。　●
IPX7（浸水に対する保護等級）について：常温の水道水にて、水深1 ｍに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。　【お風呂でご使用および洗う際のご注意】 ●モニター部の端子ふた、防
水リモコンの電池ふたをしっかり確実に閉じてください。ふたが開いたままご使用されるとモニター部または防水リモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対応となりません。　●石鹸水・シャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水
で弱めの水量で洗い流してください。　●故意に落下させたり湯船（温水）に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。 ●水のかかるおそれのある場所で、ACアダプターや充電台を使用しないでください。　●ご使用後は、乾いた柔
らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。　●モニター部と防水リモコン以外は、防水および防滴仕様ではありません。　●防水性を維持するため、2年に1度はモニター部の端子ふたなどの防水に関する部品の交換（有料）をお勧めします。

［ Bluetooth®接続※13 ］
お部屋ジャンプリンク対応のディーガやビエ
ラがあれば、放送中の番組や録画番組を、プ
ライベート・ビエラで視聴できます。

［ お部屋ジャンプリンク※12 ］

スピーカーとつないで、映画や音
楽番組を迫力の音響で楽しめる

ワイヤレスネックスピーカーシステム
SC-WN10

チャンネル
切換

上部を指で
下へなぞると
メニューが表示

完全ワイヤレスイヤホン
EAH-AZ60

最長約3時間視聴※2※3のバッテ
リー搭載だから、持ち運んだ先で
好きな映像をじっくり楽しめます。
充電はクレードル式の充電台にポ
ンと置くだけ※4。

※2 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液晶画
面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」時。エコ
充電「切」で充電した場合。電池持続時間は
使用条件によって短くなる場合があります。

※3 E11/FB10Hは最長3時間30分です。
※4 E11/FB10Hには非対応です。

※6 E11はチルトスタンドではないため、引っ
掛けのみに対応しています。

モニター部は防水仕様なので、お風呂
やキッチンなどの水回りでも使用でき
ます。汚れたら食器用の中性洗剤で洗
えるので、調理中に汚れがついてし
まったり手垢がついてしまっても、かん
たんに落とせます。

スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」を使えば、プライ
ベート・ビエラのチューナー部から転送される放送中の
番組や録画番組を、スマホやタブレットでストリーミング
再生できます。

LIVE

放送中の
番組視聴

番組の
録画予約

録画番組の
視聴

録画番組の
持ち出し※9

リビング 寝室

チューナー部

［ 防水タッチパネル※7 ］

他の機器と
つないで
さらに便利に
使える。

CLUB Panasonic 会員登録（無料）

「どこでもディーガ」をダウンロード※10

ディモーラ 機器登録（無料）

■サービスのご利用に必要な登録

panasonic.jp/
support/av/d_diga

無料※11

「どこでもディーガ」の
使い方について詳しくは

※12

※5 【引っ掛け使用時の留意点】①左右2箇所にS字フック（市販品）を使用し、モニター部を備え付けのパイプに引っ掛けて設置してください。②S字フック（市販品）がスタンドの脚よりも外側になるように設置してください。落下防止ワイヤー（市販品）をモニター部のスタンド（E11は
フック引っ掛け部）とパイプに通し、しっかり締結してください。 【使用するS字フック（市販品）の留意点】S字フック（市販品）は１個につき耐荷重5 kgf以上、内径15 mm～25 mm、太さ4 mm以下で、材質が金属でしっかりと引っかかる形状のものをお選びください。 【使用するワイヤー
（市販品）の留意点】耐荷重10 kgf以上、ワイヤー（市販品）の長さはS字フック（市販品）より少し長めのものをお使いください。落下防止用ワイヤー（市販品）をお買い求めください。 【使用するパイプの留意点】耐荷重10 kgf以上で備え付けのものをご使用ください。パイプは両支えで
金属製のものをご使用ください。パイプを新たに設置される場合は工事専門業者にご依頼ください。パイプの耐荷重がご不明な場合は、業者に調査をご依頼ください。吸盤や両面テープで固定されたパイプは、設置面により耐荷重が変わりますので使用しないでください。 

JIS IPX6/
IPX7相当

防 水
タイプ

●手洗い、もしくは柔らかい布のようなものをお使いください。
　洗剤は市販の中性食器用洗剤を薄めたものをご使用ください。

全機種対応機種

家じゅう持ち運んで※1、
好きな時に好きな場所で見る。

LD12H対応機種 L12H L12 E11 FB10H LD12H対応機種 L12H L12 E11 FB10H

最長約３時間視聴※2※3できる
バッテリー搭載。

見たい場所で
見やすいスタイルで見る。

LD12H L12H L12 E11対応機種

水回りでも使える、洗える。
全機種対応機種

外出先でもスマホで視聴・録画できる※8。

※8 モニター部の使用中は、スマホでリモート視聴はできません。またリモート視聴中は、本機のモニター部は使用できません。　
※9 LD12Hのみ対応。　

※7 E11はタッチパネル非搭載です。

●REC

6 7



スクロールバーで
見たいシーンを探してパッと再生

NEW

PORTABLE TV   |   多彩なコンテンツ

プライベート・ビエラで楽しめる
コンテンツはあなた次第。

【防水モニター部と防水リモコン（LD12H/L12H/L12は別売、E11は付属）の防水性能について】は6ページをご覧ください。
【視聴について】金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届
かない場合があります。モニター部を使いたい場所の近くにチューナー部を設置する、または無線LAN中継機（別売）をお使いいただくことで受信しやすくなります。データ放送はモニター部では視聴できません。
【インターネット動画配信サービスについて】動画配信サービスはモニター部で直接受信となります。サービスについて詳しくは、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。インターネット動画の再生状況について
は、お客様のネット環境によります。

全機種対応機種LD12H対応機種

1.3倍/1.6倍速再生※3※4 プレビューサーチ

チューナー部

ブルーレイ/DVD

サムネイル画像が表示 モニター部

1.6倍速なら
１時間番組を
約38分で見られる

USB-HDD
（別売）

チューナー部
（L12H/L12/E11/FB10H/F11）

USB-HDD（別売）を接続すれば、直接番組を録画※1できます。放送
画質そのままの録画モード（DRモード）と、最大15倍※2の長時間録
画（15倍録モード）に対応しています。

●当社にて動作確認をしているUSB-HDDをお使いください。すべての製品の動作を保証する
ものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器について詳しくは、
panasonic.com/jp/support/portable_tvをご確認ください。USB-HDDに記録できる最大番組
数は1000です。

早見再生で録画した番組を効率的に視聴したり、プレビューサーチで見
たいシーンをすぐに探せるので、自分に合った視聴スタイルで楽しめます。

お気に入りのブルーレイやDVD※5の映像はチューナー部からワイヤ
レス転送で楽しめます。

USB-HDDにつないで直接録画※1もできる。放送番組も録画番組もこれ１台で楽しめる。

LD12H対応機種全機種早見再生対応機種

LD12Hプレビューサーチ対応機種 L12H L12

お持ちのブルーレイ、DVD※5の再生もできる。タイパ視聴で自分のスタイルで楽しめる。

チューナー部

500GB HDD内蔵 ２番組同時録画

500GBのハードディスクをチューナー部に内蔵。内蔵の2チューナー
で2番組同時録画もできます。

●REC ●REC●REC

15倍録モード
搭載

●２番組同時録画中のチャンネル/放送切換は、
　録画中の番組間でのみ行えます。

※4 E11/FB10H/F11は1.6倍速には非対応です。
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スクロールバーで
見たいシーンを探してパッと再生

NEWNEW

NEW

PORTABLE TV   |   多彩なコンテンツ

プライベート・ビエラで楽しめる
コンテンツはあなた次第。

※1 L12H/L12/E11/FB10H/F11はシングルチューナーのため、裏番組録画には対応していません。録画中はチャンネル固定になり、他の番組を見ることはできません。　※2 USB-HDD（別売）に、BS・110度CSデジタル放送のハ
イビジョン映像（約24 Mbps）をDRモードで録画した場合と、15倍録モード（約1.6 Mbps）で録画した場合の比較。地上デジタル放送のハイビジョン映像（約17 Mbps）を15倍録モード（約1.6 Mbps）で録画する場合は約10.6倍。
マルチ音声の場合、 録画時間が短くなる場合があります。　※3 録画などの同時動作の組み合わせによっては、早見再生ができない場合があります。　※5 市販のBDやDVD、テレビ放送やAVCHDが録画されたBDやDVDのみ
対応（3DのBD、3D/ProgressiveのAVCHDは非対応、CD、写真、DVD-RAM、BD-XLは再生不可）。ディスク再生はモニター部とテレビ（HDMI接続）では同時に視聴できません。　※8 「radikoプレミアム（エリアフリー聴取）」「タイ
ムフリー聴取機能」「シェアラジオ」はご利用いただけません。　※9 Netflix（ネットフリックス）を視聴するためには、Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。サービスの詳細については、公式サイト（https://netflix.com ）を
ご覧ください。　●インターネットサービスのご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、FTTH（光）、CATVなどのブロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必
要です。　 ●Amazon、Fire、Prime videoおよびすべての関連する商標は、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。 　 ●Google Chromecast with Google TV とそれぞれのロゴは、Google LLC の商標です。　
●「ディズニープラス」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が運営するサービスです。©2023 Disney　 ●シーンはイメージです。ディスプレイ表示はハメコミ合成（イメージ）、表示内容は使用例です。　

【防水モニター部と防水リモコン（LD12H/L12H/L12は別売、E11は付属）の防水性能について】は6ページをご覧ください。
【視聴について】金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届
かない場合があります。モニター部を使いたい場所の近くにチューナー部を設置する、または無線LAN中継機（別売）をお使いいただくことで受信しやすくなります。データ放送はモニター部では視聴できません。
【インターネット動画配信サービスについて】動画配信サービスはモニター部で直接受信となります。サービスについて詳しくは、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。インターネット動画の再生状況について
は、お客様のネット環境によります。

LD12H対応機種 L12H FB10H F11

全機種対応機種LD12H対応機種

LD12H対応機種 L12H L12 FB10H LD12H対応機種 L12H L12 FB10H

1.3倍/1.6倍速再生※3※4 プレビューサーチ

チューナー部

ブルーレイ/DVD

サムネイル画像が表示 モニター部

1.6倍速なら
１時間番組を
約38分で見られる

USB-HDD
（別売）

チューナー部
（L12H/L12/E11/FB10H/F11）

USB-HDD（別売）を接続すれば、直接番組を録画※1できます。放送
画質そのままの録画モード（DRモード）と、最大15倍※2の長時間録
画（15倍録モード）に対応しています。

●当社にて動作確認をしているUSB-HDDをお使いください。すべての製品の動作を保証する
ものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器について詳しくは、
panasonic.com/jp/support/portable_tvをご確認ください。USB-HDDに記録できる最大番組
数は1000です。

早見再生で録画した番組を効率的に視聴したり、プレビューサーチで見
たいシーンをすぐに探せるので、自分に合った視聴スタイルで楽しめます。

お気に入りのブルーレイやDVD※5の映像はチューナー部からワイヤ
レス転送で楽しめます。

Fire TV
シリーズ

Chromecast ゲーム機 PC

プライベート・ビエラに内蔵のアプリで、話題のコンテンツを見たい時
に見たい場所で視聴できます。

アプリへのアクセスもかんたん・便利。

お気に入りのアプリをホーム画面に登録しておけば、かんたんに起動
できます。さらにスマホで見つけたネット動画※7コンテンツをキャスト
（転送）して続きを大画面で楽しめます。

スマホからキャスト（転送）して続きは
大きな画面で見られる

［ お気に入りのアプリを登録 ]

ホーム画面（LD12H）

※7 LD12H/L12H/L12はNetflixには非対応、FB10HはABEMA・TVer・U-NEXTのライブ配信には非対応です。
●アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予
告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失
に対しても当社は責任を負いません。

※6 Fire TVシリーズ / Chromecast 等は防水非対応です。これら外部機器の接続時は浴室及び、直接水や蒸気がかかる場所や、非常に湿度
の高い環境下でのご使用はできません。外部機器との接続中には端子ふたを閉じることはできません。HDMI端子部は防水非対応です。

●Fire TVシリーズ / Chromecast 等のストリーミングデバイスのリモコンで音量/電源の操作をする場合、モニターのリモコンモードを【モード１】へ変更してください。
●サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停
止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。また、アプ
リをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利
用いただけない場合があります。

ネット動画※7もラジオ※8もこれ１台で楽しめる。

Fire TVシリーズ ・ Chromecast などのストリーミングデバイスを接続すればより豊富なネット
動画サービスやコンテンツを楽しめます。その他にもHDMI端子にはゲーム機をつないだり、
PCをつないでモニター代わりにも使えるので楽しみ方が広がります。

Fire TVシリーズ ・ Chromecast とつないで※6

さらに豊富なコンテンツを楽しめる。
USB-HDDにつないで直接録画※1もできる。放送番組も録画番組もこれ１台で楽しめる。

LD12H対応機種全機種早見再生対応機種

LD12Hプレビューサーチ対応機種 L12H L12

お持ちのブルーレイ、DVD※5の再生もできる。タイパ視聴で自分のスタイルで楽しめる。

※7※9 ※7

※8※7 ※7

プライベート・
ビエラの背面

接続部

チューナー部

500GB HDD内蔵 ２番組同時録画

500GBのハードディスクをチューナー部に内蔵。内蔵の2チューナー
で2番組同時録画もできます。

●REC ●REC●REC

15倍録モード
搭載

●２番組同時録画中のチャンネル/放送切換は、
　録画中の番組間でのみ行えます。

※4 E11/FB10H/F11は1.6倍速には非対応です。
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※1 天気情報を表示するには、機器をインターネットに接続する必要があります。天気情報取得サービスは、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。　※2 LINEでの操作時は、本機がイン
ターネットに接続されている必要があります。LINEから予定、伝言・メモの送信・確認はできますが、削除はできません。絵文字には対応していません。本機からスマホに伝言・メモを送ることはできません。事前に当社指定のLINE

PORTABLE TV   |   くらしに役立つディスプレイ

くらしとつながって、
毎日をスマートに。

時間やお天気がチェックできる。
置き時計機能

家族のコミュニケーションツールに。
カレンダー機能

充電中の待ち受け画面に時刻や天気情報※1を表示します。 家族のスケジュールを画面
上で入力・確認できます。
LINEと連携※2すれば、スマホ
からカレンダーをチェックした
り伝言・メモの追加も。

くらしに役立つ情報を。
お知らせ機能

リモコンとしても使える。
エアコン操作

天気情報や宅配状況などをテキ
ストと音声でお知らせ。ゴミの日
やお薬の時間など家族の情報を
設定すれば、決まった曜日や時
間に教えてくれます。

モニター部からエア
コン操作ができる※3

ので、お風呂あがり
も快適に。

遠隔操作時（エアコンが見えない場所からの操作）は、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環
境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりする
おそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。

警告

くらしに役立つ情報や家電の動作状況など音声でお知らせ。
音声プッシュ通知※4

●家電の動作状況を通知するには、別途、対応のIoT家電が必要です。
　対応機種については、Webサイトをご参照ください。
●サービス提供内容は改善等のため、予告なく変更、停止する場合があります。

プライベート・ビエラから、うっかり忘れがちな「ゴミの日」や「薬の時
間」、お出かけ前に便利な「今日の天気」、「宅配便のお届け情報」な
どを音声でお知らせすることで、快適なくらしをサポートします。さらに、
対応のIoT家電と連携させると、家電の運転状況をお知らせ。家事の
スムーズな段取りや家族との分担をサポートします。

※3 パナソニック製 無線LAN搭載モデルのみ。

時計・天気情報表示 時計表示

家族や予定に合わせて
豊富なスタンプから選べる

●エアコンの設定はスマートフォンと専用のアプリ（無料、別途通信料が必要です）が必要です。対応の
エアコンと詳しい設定方法は、panasonic.jp/support/av/pv_krs_info02/をご参照ください。

【エアコン連携操作を利用する場合】●本機と対象のエアコンをインターネットに接続する必要があります。　●無線LANブロードバンドルーターが必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお 
使いいただけません。　●ブロードバンドルーターのLAN設定で固定IPをご使用の場合、設定をDHCP(IPアドレス自動割り当て）に変更してください。　●エアコンの設定は対応のスマートフォンと専用のアプリ（無料、別途通信料が必
要です）が必要です。本機能を利用するには利用規約への同意とCLUB Panasonicへのログインが必要です。　●対応のエアコン、アプリの詳細や詳しい設定方法は、panasonic.jp/support/av/pv_krs_info02／をご覧ください。

LD12H対応機種 L12H L12

今日は、
燃えるゴミの日です
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モニター部

防水
モニター

防水
タッチパネル

インターネット
動画配信サービス

ブルーレイ／
DVD再生 HDD録画

内蔵

4段階
チルトスタンド

バッテリー
搭載 家電連携

Bluetooth®
対応

付属品

バッテリー持続時間（モニター部）

UN-15LD12H
ブルーレイディスクプレーヤー/HDDレコーダー付 ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

・ モニター部用:ACアダプター　
・ モニター用充電台
・ チューナー部用:電源コード、miniB-CASカード
・ アンテナケーブルは付属しておりません。

最長約3時間※5
（初期設定時約2時間10分※6）

オープン価格※
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

防水モデル 15v型

※5 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液
晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」時。
エコ充電「切」で充電した場合。電池持続時
間は使用条件によって短くなる場合がありま
す。　※6 購入時の画質設定（「スタンダー
ド」）。テレビ放送視聴時、スピーカー使用時、
エコ充電「切」で充電した場合。　※7 HDMI
入力はお風呂場では使用できません。

［ UN-15LD12H ］
商品の詳細はこちら

panasonic.jp/privateviera/
products/15ld12h.html

聴く持ち運ぶ 見る

チューナー部

モニター用充電台

付属品

バッテリー持続時間（モニター部）

UN-15L12H
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

・ モニター部用:ACアダプター　
・ モニター用充電台
・ チューナー部用:ACアダプター、
  miniB-CASカード
・ アンテナケーブルは付属しておりません。

最長約3時間※5
（初期設定時約2時間10分※6）

オープン価格※
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

※5 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液
晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」
時。エコ充電「切」で充電した場合。電池持続
時間は使用条件によって短くなる場合があり
ます。　※6 購入時の画質設定（「スタンダー
ド」）。テレビ放送視聴時、スピーカー使用時、
エコ充電「切」で充電した場合。　※7 HDMI
入力はお風呂場では使用できません。

［ UN-15L12H ］
商品の詳細はこちら

panasonic.jp/privateviera/
products/15l12h.html

聴く持ち運ぶ 見る

チューナー部

モニター用充電台

JIS IPX6/
IPX7相当

防水
タイプ

1.3／1.6倍
早見再生

プレビュー
サーチ

防水
モニター

防水
タッチパネル

インターネット
動画配信サービス

ブルーレイ／
DVD再生

4段階
チルトスタンド

バッテリー
搭載 家電連携

Bluetooth®
対応

1.3／1.6倍
早見再生

プレビュー
サーチ

モニター部

15v型

15v型

の公式アカウントを友だちに追加し、機器を登録いただく必要があります。　※4インターネットの接続と設定が必要です。 本機や対応家電本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳細については
（https://panasonic.jp/voicepush/）をご参照ください。　※8 本機は、DLNAには非対応ですが、通常のお部屋ジャンプリンク機能をご利用いただけます。各機種の機能制限についてなど詳しくは、panasonic.jp/support/r_jump
をご覧ください。　※9 モニター部の使用中は、スマホでリモート視聴はできません。またリモート視聴中は、本機のモニター部は使用できません。詳しくは7ページをご覧ください。　●画面イメージは開発時点のものです。画面のデザ
インは改善等のために予告なく変更する場合があります。　●インターネットサーピスのご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、 FTTH（光）、CATVなどのブロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回
線事業者との契約・使用料は別途必要です。　●シーンはイメージです。ディスプレイ表示はハメコミ合成（イメージ）、表示内容は使用例です。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

【視聴について】は8ページをご覧ください。　【防水モニター部と防水リモコン（LD12H/L12H/L12は別売、E11は付属）の防水性能について】は6ページをご覧ください。　【インターネット動画配信サービスについて】は8ページをご覧ください。

※8

※9

HDMI入力
（モニター部）

※7

※8

※9

HDMI入力
（モニター部）

※7

NEW

NEW

HDMI入力
（モニター部）

HDMI入力
（モニター部）

つながる

つながる

USB-HDD
録画(別売)
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リモコン
付属※5

※3

※4

※3

※4

つながる聴く持ち運ぶ 見る

防水
モニター

防水
タッチパネル

インターネット
動画配信サービス

ブルーレイ／
DVD再生

4段階
チルトスタンド

バッテリー
搭載 家電連携

Bluetooth®
対応

1.3倍
早見再生

プレビュー
サーチ

※3 本機は、DLNAには非対応ですが、通常のお部屋ジャンプリンク機能をご利用いただけます。各機種の機能制限についてなど詳しくは、panasonic.jp/support/r_jumpをご覧ください。　※4 モニター部の使用中
は、スマホでリモート視聴はできません。またリモート視聴中は、本機のモニター部は使用できません。詳しくは7ページをご覧ください。　※5 リモコンのdボタンはチューナー部とHDMIケーブル(別売)で視聴時のみ有効

防水
モニター

防水
タッチパネル

インターネット
動画配信サービス

ブルーレイ／
DVD再生

4段階
チルトスタンド

バッテリー
搭載 家電連携

【視聴について】は8ページをご覧ください。　【防水モニター部と防水リモコン（LD12H/L12H/L12は別売、E11は付属）の防水性能について】は6ページをご覧ください。　【インターネット動画配信サービスについて】は8ページをご覧ください。

Bluetooth®
対応

付属品

NEW

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

・ モニター部用:ACアダプター
・ モニター用充電台
・ チューナー部用:ACアダプター、
  miniB-CASカード
・ アンテナケーブルは付属しておりません。

オープン価格※
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

防水モデル 型

バッテリー持続時間（モニター部）

最長約3時間※1
（初期設定時約2時間30分※2）

※1 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液
晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」
時。エコ充電「切」で充電した場合。電池持
続時間は使用条件によって短くなる場合が
あります。　※2 購入時の画質設定（「スタ
ンダード」）。テレビ放送視聴時、スピーカー
使用時、エコ充電「切」で充電した場合。

［ UN-10L12 ］
商品の詳細はこちら

panasonic.jp/privateviera/
products/10l12.html

つながる聴く持ち運ぶ 見る

チューナー部

モニター用充電台

モニター部

付属品

バッテリー持続時間（モニター部）

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

・ モニター部用:ACアダプター
・ チューナー部用:ACアダプター、
  miniB-CASカード
・ モニター部・チューナー部共用：防水リモコン、
  単4形乾電池×2本
・ アンテナケーブルは付属しておりません。

最長約3時間30分※1
（初期設定時約2時間50分※2）

オープン価格※　色：-W（ホワイト）＊ ＊チューナー部はブラックです。
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

※1 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液
晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」
時。エコ充電「切」で充電した場合。電池持
続時間は使用条件によって短くなる場合が
あります。　※2 購入時の画質設定（「スタ
ンダード」）。テレビ放送視聴時、スピーカー
使用時、エコ充電「切」で充電した場合。

［ UN-10E11 ］
商品の詳細はこちら

panasonic.jp/privateviera/
products/10e11.html

チューナー部

モニター部

JIS IPX6/
IPX7相当

防水
タイプ

1.3／1.6倍
早見再生

プレビュー
サーチ

防水
リモコン

10v型

10v型

HDMI入力
（モニター部）

HDMI入力
（モニター部）

USB-HDD
録画(別売)

USB-HDD
録画(別売)
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リモコン
付属※5

リモコン
付属※5

つながる聴く持ち運ぶ 見る

防水
モニター

防水
タッチパネル

インターネット
動画配信サービス

ブルーレイ／
DVD再生

4段階
チルトスタンド

バッテリー
搭載 家電連携

Bluetooth®
対応

1.3倍
早見再生

プレビュー
サーチ

です。　●インターネットサーピスのご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、 FTTH（光）、CATVなどのブロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途
必要です。　●シーンはイメージです。ディスプレイ表示はハメコミ合成（イメージ）、表示内容は使用例です。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。　

付属品

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

・ モニター部用:ACアダプター　
・ チューナー部用:ACアダプター、
  miniB-CASカード
・ モニター部・チューナー部共用：リモコン、
  単3形乾電池×2本
・ アンテナケーブルは付属しておりません。

オープン価格※　色：-K（ブラック）
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

［ UN-19F11 ］
商品の詳細はこちら

panasonic.jp/privateviera/
products/19f11.html

モニター部

防水
モニター

防水
タッチパネル

インターネット
動画配信サービス

ブルーレイ／
DVD再生

バッテリー
搭載 家電連携

Bluetooth®
対応

付属品

バッテリー持続時間（モニター部）

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

・ モニター部用:ACアダプター　
・ チューナー部用:ACアダプター、
  miniB-CASカード
・ モニター部・チューナー部共用：リモコン、
  単3形乾電池×2本
・ アンテナケーブルは付属しておりません。

最長約3時間30分※1
（初期設定時約2時間※2）

オープン価格※
〇この商品はお取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

※1 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液
晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」
時。エコ充電「切」で充電した場合。電池持
続時間は使用条件によって短くなる場合が
あります。　※2 購入時の画質設定（「スタ
ンダード」）。テレビ放送視聴時、スピーカー
使用時、エコ充電「切」で充電した場合。

［ UN-19FB10H ］
商品の詳細はこちら

panasonic.jp/privateviera/
products/19fb10h.html

つながる聴く持ち運ぶ 見る

チューナー部

モニター部

1.3倍
早見再生

プレビュー
サーチ

スタンダードモデル 型

チューナー部

19v型

19v型

※3

※4

HDMI入力
（モニター部）

※3

※4

HDMI入力
（モニター部）

HDMI入力
（モニター部）

HDMI入力
（モニター部）

3段階
チルトスタンド

●本機は防水仕様ではありません。キッチンや浴室などでは使わないでください。

●本機は防水仕様ではありません。キッチンや浴室などでは使わないでください。

USB-HDD
録画(別売)

USB-HDD
録画(別売)
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■ 主な仕様

※1 「v型」は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。　※2 2023年5月現在、電源として電池又は蓄電池を使用する液晶テレビ（LD12H/L12H/L12/E11/FB10H）は家電リサイクル法の対象機器ではありません。これらの機器を廃棄される場合
はお住まいの地域・自治体の条例などに従って廃棄してください。今後、法制度などが整備された場合はそれに従うようお願い致します。　※3 部屋のアンテナ端子が地上・ＢＳ・110度ＣＳに分かれている場合は混合器（別売）を購入してください。　※4 
USB-HDD（別売）使用時の数値です。　※5 標準待機時（電源ランプ点灯）、地上デジタルアッテネーター：「入」、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源：「切」、BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力：「切」（LD12Hのみ）、外部接続端子（LAN［LD12Hの
み］、USB）：未接続、LAN接続形態：無線親機、HDMI出力解像度：1080iの場合。※6 節電待機時（電源ランプ消灯）、地上デジタルアッテネーター：「入」、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源：「切」、BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力：「切」（LD12Hの
み）、外部接続端子（LAN［LD12Hのみ］、USB）：未接続、無線LAN：未接続の場合。節電待機時の数値は、お客様の設定により変わります。　※7 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。

品 名

部 位
電源 DC12 V（充電端子）/DC7.34 V（充電式電池端子）
消費電力（付属の専用ACアダプター使用時）＊1 動作時（充電中）：約15.5 W（本体約13.5 W）
液晶ディスプレイ（アスペクト比） 15v型※1（16:9） / 画素数：横1354×縦760
パネル
スピーカー
ヘッドホン出力

無線LAN
充電時間（周囲温度20 ℃、電源「切」時） 約4時間

バッテリー
持続時間

約3時間画質設定「ユーザー」 明るさ「-5」＊4
約2時間20分画質設定「スタンダード」＊4

約2時間10分（初期設定時）画質設定「スタンダード」＊5
防水

部 位

受信放送

地上デジタル
BS・110度CSデジタル-IF入力
アンテナ入出力＊6
HDMI出力端子
USB端子
LAN端子

その他

録画圧縮方式
録音方式
予約可能番組数
電源
消費電力
待機時消費電力

内蔵HDD
録画時間

放送画質DRモード
（ダイレクトレコーディング）
ハイビジョン画質

外付けHDD
録画時間

放送画質DRモード
（ダイレクトレコーディング）

ハイビジョン画質（500 GBの場合）

ブルーレイディスクプレーヤー/HDDレコーダー付
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

モニター部

チューナー部
90 MHz～770 MHz 75 Ω（VHF:1ch～12ch、UHF:13ch～62ch、CATV：Ｃ13ｃｈ～C63ch）

1032 MHz～2071 MHz（IF入力周波数） 75 Ω 電源供給 DC15 V　最大4 W
地上デジタル：75 ΩF型コネクター、BS・110度CSデジタル-IF：75 ΩF型コネクター 各1系統

1系統
後面1系統（DC5 V 最大500 mA）
1系統（10BASE-T/100BASE-TX）

MPEG-4 AVC/H.264（1.5倍録～15倍録モード）、MPEG-2（DRモード）
MPEG-2 AAC（最大5.1ch記録）
128番組（予約可能期間：1年間）

AC100 V、50/60 Hz
動作時：約17 W

約5.5 W※5 / 約0.4 W※6
地上デジタル HD放送（≦17 Mbps）:62時間45分

BSデジタル HD放送（≦24 Mbps）:44時間50分/SD放送（≦12 Mbps）:89時間40分
5倍録（HL）モード:224時間10分、10倍録モード:448時間20分、15倍録（HZ）モード※7:672時間30分

【2 TBの場合】 地上デジタル HD放送（≦17 Mbps）:約254時間、
　　　　　　  BSデジタル HD放送（≦24 Mbps）:約180時間/SD放送（≦12 Mbps）:約360時間
【4 TBの場合】 地上デジタル HD放送（≦17 Mbps）:約508時間、
　　　　　　  BSデジタル HD放送（≦24 Mbps）:約360時間/SD放送（≦12 Mbps）:約720時間

5倍録（HL）モード:約225時間、10倍録モード:約450時間、15倍録（HZ）モード※7:約675時間

ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ

モニター部

音声実用最大出力（JEITA） 0.8 W＋0.8 W
出力端子：ステレオミニジャック（φ3.5 mm、16～32 Ω推奨）、    

IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a＊2/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠＊3

保護等級：IPX6/IPX7相当

LED TN

■UN-15LD12H 再生可能なディスク:BD-Video / DVD-Video / BD-RE（SL:単層/DL:2層） / BD-R（SL:単層/DL:2層） / DVD-R（SL:単層/DL:2層）:DVD-Video、DVD-VR / DVD-RW:DVD-Video、DVD-VR / ＋R:Video / ＋R（DL:2層）:Video / ＋RW:Video

HDMI入力端子

最大録画可能番組数 1000

＊1 LD12H/L12H/L12は付属の充電台と専用ACアダプター使用時。　＊2 従来の11a（J52）のみの対応機器とは接続できません。　＊3 5 GHz帯は屋内使用限定です。　＊4 テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用時。エコ充電

＊6 L12H/L12/E11/FB10H/F11はアンテナ受信入力の場合です。

【外付けHDDについて】　●当社にて動作確認をしているUSB-HDDをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器について詳しくは
panasonic.com/jp/support/portable_tvをご確認ください。USB-HDDに記録できる最大番組数は1000です。　

●ソフトウェアのバグ等の修正、機能改善、機能追加・削除等、セキュリティ機能の強化などを目的に、ネットワークダウンロードまたは放送ダウンロードなどによるソフトウェア更新が必要な場合があります。　●データ放送の受信について：モニ
ター部は対応しておりません。チューナー部をHDMI接続でテレビと接続して使用できます。　●ディスクの再生について:DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/＋R/＋R DL/＋RWでファイナライズされていないディスクは再生不可です。　●YouTube
およびYouTubeロゴは、Google LLCの登録商標です。　●Netflix（ネットフリックス）を視聴するためには、Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。サービスの詳細については、公式サイト（https://netflix.com ）をご覧ください。●
「radikoプレミアム（エリアフリー聴取）」「タイムフリー聴取機能」「シェアラジオ」はご利用いただけません。「radiko」は株式会社radikoの提供するサービスです。　●アプリについて詳しくは、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。

チューナー部背面

地上デジタルアンテナ端子

BS・110度CSデジタル
アンテナ端子 HDMI出力端子 LAN端子

USB端子（外付けHDD専用）

AC入力端子

1系統

―

本体質量

家電リサイクル法対象機種※2

約1.5 kg

―
本体質量 約1.4 kg
本体寸法＜スタンド・突起部除く＞  幅382×高さ253×奥行き39.0 mm / 奥行き最薄部20.9 mm

外形寸法図
＜スタンド・突起部含む＞

外形寸法図
＜突起部含む（突起部除く）＞

●UN-15LD12H/
　UN-15L12H/10L12/
　UN-19FB10Hは
　スタンドを上げた状態

189 ㎜（180 ㎜）

317 ㎜（316 ㎜）

47 ㎜（46 ㎜）

①
②
③
④

107 mm
143 mm
187 mm
40.1 mm

＜スタンド使用時奥行き＞
質量約0.12 kg

58.2 ㎜

89.4 ㎜

104
㎜

モニター用充電台

UN-15LD12H UN-15L12H

【ソフトウェア更新に関する重要なお知らせ】 当社は、ポータブルテレビに内蔵のソフトウェアを、バグ等の修正、機能改善、機能追加、セキュリティ機能の強化などを目的に更新いたします。当該更新により、利用者が使用されるポータブルテレビおよび
内蔵ソフトウェアの機能の追加、削除等の変更が行われる場合があります。また、当該更新は当社の判断により行われ、その適用をポータブルテレビおよび内蔵ソフトウェアの継続的な使用の条件とすることがあります。なお、内蔵ソフトウェアの更新に
ともない、利用規約の条件を追加、修正、削除する等一部変更する可能性がありますが、いずれの場合も表示部上またはサポートサイト（https://panasonic.jp/support/av/pv_terms01/） 上にて事前に周知されます。当社は、法律により許容される範
囲において、内蔵ソフトウェアの更新に関して、故意または過失により生じた場合を除き、利用者に対して一切の責任を負うものではありません。ソフトウェアの更新を希望しないお客様は、設定よりソフトウェアを更新しない設定でお使いください。

Bluetooth®

バージョン 
送信出力
対応プロファイル
対応コーディック SBC

A2DP/AVRCP/GATT
Class1.5

Bluetooth® Ver.5.0（Bluetooth Classic/Bluetooth Low Energy）

③
①

② ④

278
㎜

407 ㎜

奥行き
47.4 ㎜

15v型
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―

■周波数表示とその見かた

2.4 GHz帯を使用

電波与干渉距離40 m以下変調方式がDSSSと
OFDM方式 2.4 GHｚの帯域を使用し、かつ移動体識別装置

の帯域を回避可能であることを意味する
2.4 4DS/OF

本機は2.4 GHz帯の周波数帯を使用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器等、
2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、電波干渉を起こす場合があります。
他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

15LD12H/15L12H/10L12/10E11/19FB10H/19F11の無線LANのご利用について

本製品の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1 使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 
2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、VIERA（ビエラ）ご相談窓口にご連絡いただき、
混信回避のための処置など（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談ください。 

3 その他、移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、VIERA（ビエラ）ご相談窓口へお問い合わせください。

無線LAN機器使用上の注意事項

出力端子：ステレオミニジャック（φ3.5 mm、16～32 Ω推奨）、端子数：1系統

モニター部

チューナー部

ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ

動作時（充電中）：約13 W（本体約11 W）
10v型※1（16：9） / 画素数：横1024×縦600

   端子数：1系統

IEEE802.11n/IEEE802.11a＊2/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠＊3 IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a＊2/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠＊3 IEEE802.11n/IEEE802.11a＊2/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠＊3
約3時間30分
約3時間

約2時間40分
約2時間30分（初期設定時）

ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ

モニター部
DC12 V（DC IN端子）/DC7.34 V（充電式電池端子）
動作時（充電中）：約12.5 W（本体約10.5 W）
10v型※1（16：9） / 画素数：横1024×縦600

約3時間30分
約3時間30分
約3時間

約2時間50分（初期設定時）

90 MHz～770 MHz 75 Ω（VHF：1ch～12ch、UHF：13ch～62ch、CATV：C13ch～C63ch）
1032 MHz～2071 MHz（IF入力周波数） 75 Ω 電源供給 DC15 V　最大4 W
地上デジタル/BS・110度CSデジタル-IF：75 ΩF型コネクター 混合1系統※3

1系統
後面1系統（DC5 V 最大500 mA）

―
MPEG-4 AVC/H.264（1.5倍録～15倍録モード）、MPEG-2（DRモード）※4

MPEG-2 AAC（最大5.1ch記録）※4
128番組（予約可能期間：1年間）※4

DC12 V
動作時：約9 W＊（本体約8 W）　＊付属の専用ACアダプター使用時

約4.0 W※5 / 約0.4 W※6

―

―

【2 TBの場合】 地上デジタル HD放送（≦17 Mbps）:約254時間、
　　　　　　  BSデジタル HD放送（≦24 Mbps）:約180時間/SD放送（≦12 Mbps）:約360時間
【4 TBの場合】 地上デジタル HD放送（≦17 Mbps）:約508時間、
　　　　　　  BSデジタル HD放送（≦24 Mbps）:約360時間/SD放送（≦12 Mbps）:約720時間

5倍録（HL）モード:約225時間、10倍録モード:約450時間、15倍録（HZ）モード※7:約675時間

ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ

モニター部
DC12 V（DC IN端子）

動作時：約20.5 W（本体約18 W）
19v型※1（16:9） / 画素数：横1366×縦768 

LED VA

充電式電池非対応
―
―
―

防水非対応

1000

電       「切」で充電した場合。購入時の画質設定は「スタンダード」です。　＊5 購入時の画質設定。テレビ放送視聴時、スピーカー使用時、エコ充電「切」で充電した場合。

ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ

モニター部
DC12 V（DC IN端子）/DC7.34 V（充電式電池端子）
動作時（充電中）：約24.5 W（本体約21.5 W）
19v型※1（16:9） / 画素数：横1366×縦768 

音声実用最大出力（JEITA） 3 W＋ 3 W

1系統

約4時間
約3時間30分
約2時間

約2時間（初期設定時）

HDMI出力端子 USB端子（外付けHDD専用）

DC入力端子
本機のアンテナ端子は、
地上デジタル/BS・110度CS
デジタルの混合1系統です。

― ―
約0.89 kg 約0.80 kg

86 mm

10v型

254 ㎜

181
㎜

奥行き
38.2 ㎜

＜スタンド使用時奥行き＞
＜スタンド使用時奥行き＞

約0.3 kg

119 ㎜（117 ㎜）

136 ㎜

43 ㎜（42 ㎜）

 幅255×高さ179×奥行き38.6 mm / 奥行き最薄部19.5 mm  幅254×高さ179×奥行き37.0 mm / 奥行き最薄部14.6 mm

①
②
③
④

10v型
82.5 mm
116 mm
142 mm
39.5 mm

約2.3 kg

346
㎜

462 ㎜

奥行き
52.2 ㎜

19v型

―

 幅446×高さ299×奥行き35.6 mm
約1.8 kg

301
㎜

446 ㎜

奥行き
46.4 ㎜

19v型

112 mm

＜スタンド使用時奥行き＞

○

 幅446×高さ299×奥行き35.6 mm

＜スタンド使用時奥行き＞
110 mm
160 mm
51.6 mm

①
②
③

② ③
①

部屋のアンテナ端子が右図のように
分かれている場合は混合器（別売）を
お買い求めください。

地上デジタル

BS・110度CS

UN-10L12 UN-10E11 UN-19F11UN-19FB10H

質量約0.12 kg

58
.2
㎜

89.4 ㎜

104
㎜

モニター用充電台

■周波数表示とその見かた

2.4 GHz帯を使用

電波与干渉距離40 ｍ以下変調方式がFH-SSと
その他の方式 2.4 GHzの帯域を使用し、かつ移動体識別装置

の帯域を回避不可であることを意味する
2.4 4FH/XX

Bluetooth®のご利用には、無線LANを5 GHzで接続することをお勧めします。2.4 GHzの
無線LANで接続中は映像や音声が途切れやすくなったり、動作に制限がかかる場合があ
ります。

Bluetooth®使用上の注意事項

―
―
―
―

280 ㎜

195
㎜

奥
行
き
 4
3.
8 
㎜

10v型

―
―

―
―
―

―
―
―
―

③② ④①
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この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。水のかかるおそれのある場所で、
ACアダプターや充電台を使用しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
＜電池は正しく使いましょう＞ ●◯と◯は正しく入れてください。 ●同じ種類の電池を使用してください。 ●充電式電池はビニールチューブを絶対にはがさないでください。＋ －

保 証 書 に
関するお願い

その他使用上の
ご 注 意

補 修 用 性 能
部 品 保 有 期 間

そ の 他 の
付 記 事 項

●適切な明るさと音量で楽しみましょう。 ●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●ブルーレイディスクプレーヤー/HDDレコーダー付ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ、ポータブル地上・BS・110度
CSデジタルテレビの補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。 

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

●あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。尚、デジタル録音機器・記録媒体の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。<
お問い合わせ先：私的録音補償金管理協会 ☎03-6453-0066>●仕様は社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）が定めた規格による測定値です。●Dolby、ドルビー、Dolby Audio及びダブルD記号はドルビーラボラト
リーズライセンシングコーポレーションの商標です。●DTSの特許については、http://patents.dts.comをご参照ください。DTS, Inc.からの実施権に基づき製造されています。DTS、Digital Surround、DTS 2.0 + Digital Out、
DTSロゴは米国およびその他の国におけるDTS, Inc.の登録商標または商標です。© 2021 DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。●DVDロゴはDVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の商標です。●Blu-ray Disc™
（ブルーレイディスク）、 Blu-ray™（ブルーレイ）及びその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登
録商標です。●TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo 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。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、
Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標
です。●AAC（Advanced Audio Coding）国際標準規格MPEG-2/MPEG-4のオーディオ圧縮方式の一方式。●ディスプレイ表示は、撮影のため点灯させたものです。実際の見え方と異なる場合があります。●"AVCHD"およ
び"AVCHD"ロゴはパナソニックホールディングス株式会社とソニー株式会社の商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing 
Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中
ではTM、®マークは一部明記していません。●ミラー素材採用商品は実際の製品の見え方と異なる場合があります。●製品の見え方は印刷物ですので実際の製品と若干異なる場合があります。

 panasonic.com/jp

このカタログの記載内容は
2023年5月19日現在のものです。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック VIERA（ビエラ）
ご相談窓口におたずねください。

〒140-0002　東京都品川区東品川1-39-9

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

R-JJPV2305

パナソニックは、適正な表示を
推進しています。

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに
利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときの
ために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合
や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、
ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口における
お客様の個人情報の
お取り扱いについて

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は
右記にご相談ください。

パナソニック
VIERA（ビエラ）ご相談窓口

panasonic.com/jp/privacy-policy

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の
使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグ
ローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・
六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

981

お持ちのパナソニック商品の商品登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

詳しくはこちら
携帯から
アクセスできます。

月～土曜日
（祝日・正月三が日を除く）

受付9時～18時

◎ホームページの内容及びデザインは予告なく変更する場合があります。

商品情報商品情報

プライベート・ビエラ
各機種の機能をご紹介。

プライベート・ビエラの魅力を
さまざまな角度からご紹介。 あなたにぴったりのテレビが

見つかります。

ポータブルテレビの
選び方
ポータブルテレビの
選び方

panasonic.jp/privateviera

ＢＳ・１１０度ＣＳによる４Ｋ・８Ｋ放送について
本機は4K・8K放送の受信・録画はできません。

内容充実   パナソニックポータブルテレビホームページ！




