
●テレビ本体

（写真はVB-BS122）

●据付板　

●リモコン
（ホルダー付）

HDMIケーブル（別売品）
VB-AF80,VB-AF81
VB-AF92,VB-AF93
別途、配線工事も必要です。

F型中継接栓
信号強度が
55～80dBμWに
なるよう設定する。

AV機器外部映像機器

●アンテナケーブル 4m
（テレビ～天井用）
（VB-BS103は別売）

●電源ボックス
●電源接続ケーブル

●取扱説明書
●工事説明書

12V

10V

■ 接続概略図　VB-BS122型 ■ 商品構成

お風呂で衛星放送見れます

※画像ははめ込み合成です 
※本製品の価格には設置費、使用済み商品の引き取り費等、その他諸費用は含まれておりません。

※VB-BS103はアンテナケーブルを付属しておりません。

タイマー機能 付き
ホテルモード 搭載

ご提案します
お風呂にテレビがある暮らし

13W 
AV入力 1系統 装備

バックライト

低電力13W 節電設計

12Ｖ型浴室テレビ
VB-BS122 140,000円（税別）

防水・フルセグ・ハイビジョン

10Ｖ型浴室テレビ
VB-BS103 120,000円（税別）

防水・フルセグ

VB-BS122
VB-BS103

VB-BS103はRCA入力で専用コネクター接続　　VB-BS122はHDMI入力

ホテルモードとは、電源ＯＮ時の音量・チャンネル・入力信号の設定ができるほか、
通常使用時の音量や操作などを制限できる機能です。

燕三条発  Prestige  Products

高解像度
61万画素 VB-BS103

VB-BS122

VB-BS103

防水リモコン
付属
（ホルダー付き） 
色は白のみ

浴室テレビリモコンで
外部機器を操作できます！！
VB-BS122

HDMI
ケーブルsteki機能

新装備

お問い合わせは

東京証券所第2部上場企業です。

東京支社 ソリューション営業部
TEL:03-3663-8750/FAX:03-3663-8643
大阪支店
TEL:06-6946-0811
新潟本社：お客様サービス係
TEL:0120-337-455
このパンフレットは環境に配慮した
環境対応型植物油インクを使用しています。

PRINTED IN JAPAN
18.09.05-A04
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■ モニター側、施工要領

ホルソーで浴室壁面に通線穴
を開けます。

壁面に据付板を取付けます。 本体裏側の配線を接続し、据
付板に本体を取付けねじで固
定します。
この時点で、テレビが正常に
動作することを確認します。

動作確認後、前面カバーを取
り付け、本体周囲４辺をシリ
コンコーキングします。

※壁の強度が不足の場合、裏
打板(現場調達)や中空アン
カー、壁強化剤などを使用しま
す。

壁内にアンテナ線と電源接続
ケーブルを通線し、浴室天井に
電源ボックスを設置します。
壁内にφ22のCD管の敷設を
推奨します。

外部映像機器や外部スピーカーを接続す
る場合、別売の専用ケーブルやHDMIケー
ブルを同時に壁内に通線します。
＊2 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9
この時のCD管はφ28をご使用ください。

1 2 3 4 5

防水液晶テレビに、  　　　　　 を搭載しましたsteki機能

見れるかも？
VB-BS122、BS169
VB-BS229、BS329で対応
VB-BS103は非対応

接続例①

iPhone®、または、
MHL対応スマートフォン

浴室テレビ

デジタルAVアダプター
または
MHL変換アダプター
HDMIアダプター

ACアダプター
スマートフォンの純正品

※スマートフォンの機種やアプリによって、伝送できない場合があります。

給電

HDMIケーブル

HDMIケーブル

壁

壁内通線

浴室天井裏脱衣所など 壁コンセント

接続例②

浴室テレビ
※Wi-Fi環境やアプリによっては伝送できない場合があります。

HDMIケーブル

壁

壁内通線

浴室天井裏

Wi-Fi
スマートフォン

Chromecast®

無線LANルーター

壁コンセント

給電

■ 接続概略図　VB-BS103型

＊1　液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、
　　 0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
＊2　接続には別途AVケーブルセット10m VB-AF72（16,000円税別）が必要です。
＊3　定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。
＊4　定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。
＊6 ＊7 ＊8 ＊9　接続には別途HDMI ケーブルが必要です。市販品で接続の場合、動作保証できません。
＊10 「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、当社独自の表記です。
　　 明るさを基準とする「視野角」に比べ「実測視野角」はより実視聴に近い視野角を示しています。
　　 一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。

10V型浴室テレビ（同軸別売）
VB-BS103W
120,000円
4975058 981037

地上デジタル（ISDB-T、90～770MHz）
BS/110度CSデジタル（ISDB-S、1032～2071MHz）
CATVパススルー対応（VHF1～12、UHF13～62、CATV C13～C63ch）
75Ω不平衡　F型コネクター
専用ケーブル ＊2 
ホワイト

AC100V  50/60Hz

幅330ｍｍ×高さ250ｍｍ×奥行28ｍｍ（ケーブル・コネクタ含まず）
1,300ｇ（据付板含まず）

700ｇ
85ｇ（電池含まず）
＋0℃ ～ ＋45℃

10～90%RH（ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする）
-20℃ ～ +60℃

5～90%RH（ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする）
JIS IPX5相当 ＊3 
JIS IPX7相当 ＊4 

モニター、電源ボックス、mini B-CASカード（赤）、防水リモコン、単4型乾電池（リモコン用）、
リモコンホルダー、電源接続ケーブル4ｍ、アース線、据付板（ステンレス製）
取扱説明書（保証書付）、工事説明書

13Ｗ（待機時  約1.6W）
38kwh/年
年間約1,026円、１ヶ月86円

13Ｗ（待機時  約1.6W）
31kwh/年

年間約837円、１ヶ月70円
10Ｖ型

横1024×縦300≒61.4万画素
左右 各約70°上 約60° 下 約20°

LED
1Ｗ＋1Ｗ

10Ｖ型浴室テレビ（同軸付属）
VB-BS103WD
122,000円
4975058 981068

日本

別売 付属 付属

日本

12Ｖ型浴室テレビ（同軸付属）
VB-BS122S
140,000円
4975058 981228

12Ｖ型
横1366×縦768≒104.9万画素（ハイビジョン）
左右約45°上約15°下約20°
LED
1Ｗ＋1Ｗ

HDMI ＊6 ＊7 ＊8 ＊9
シルバー

品名
型名
標準価格
JANコード
電源
消費電力
年間消費電力量
電気料金（1ｋｗｈ＝27円として計算）
画面サイズ

液晶パネル ＊1

実用音声出力

受信可能放送

入力端子

本体色
寸法

製品質量

使用温度範囲
使用湿度範囲
保存温度範囲
保存湿度範囲

防水仕様

生産国

セット内容

アンテナケーブル（テレビ～天井）４ｍ

■ 浴室テレビ　仕様表

ドット構成
実測視野角＊10
使用光源

アンテナ入力
AV入力

モニター
電源ボックス
リモコン

モニター
リモコン

 

防水仕様

【その他の機能】

本体はＩＰＸ5相当 ＊3 リモコンはＩＰＸ7相当 ＊4 の防水レベル
本体にシャワー水がかかっても浸水しません。
リモコンは、お湯の中に落としても浸水しません。
リモコンは、お湯の中に沈まないので拾い上げるのも容易です。

節電設計 毎日4．5時間の視聴で、電気料金は1ヶ月 100円未満の節電設計です。
VB-BS103W/WD 1ヶ月 約70円、年間　837円
VB-BS122S  1ヶ月 約86円、年間1,026円

タイマー
機能

自動で電源を切ることができます。
「30分、60分、90分、120分」のいずれか選択できます。

高解像度 VB-BS103W/WD 水平1024×垂直600≒ 61万画素　液晶パネル採用
VB-BS122S  水平1366×垂直768≒104万画素　ハイビジョン液晶パネル採用

バックライトにＬＥＤを採用し、省電力、長寿命を実現しました。

フルセグメント
放送対応 チューナーはフルセグメント放送受信型を搭載しています。

データ放送
対応

リモコンの「ｄ」ボタンを押してデータ放送をお楽しみいただけます。

電源ＯＮ時の音量設定、チャンネル設定、入力信号設定ができます。
通常使用時の最大音量制限、リモコンキー操作制限、本体キー操作制限、
『メニュー』操作不能設定、入力切換制限を設定できます。

双方向サービスには対応しておりません。

※詳しい内容につきましては、弊社ホームページ「ＡＶ機器→住宅取付型浴室テレビ」の取扱説明書をご覧ください。
　なお、ホテルモードの説明は、ホームページに掲載しておりません。

ホテルモード
搭載

信頼の
日本製 製品は信頼性の高い日本国内の工場で製造しています。

番組情報表示 チャンネル情報表示 音声調整機能
データ放送表示 字幕表示 映像調整機能

VB-BS103W/WD → 清潔感のあるスーパーホワイト色
VB-BS122S → 濃い目の浴室壁にも合わせやすいシルバー色

DVDレコーダーなどのAV機器を接続して映像や音楽をお楽しみいただけます。
接続には浴室テレビ設置時に配線工事が必要です。設置の前に販売店様にご相談ください。

ＡＶ入力
1系統装備

デジタル
3波受信

お手入れ
しやすく

パネル
カラー

前面を一面パネルで仕上げて、お手入れをしやすくしました。

※ただし、故意に水をかけたり、沈めたりしないで下さい。
※モニターの裏側は防水設計ではありません。
　必ずモニター周囲4面をシリコンコーキングで止水処理をして下さい。
※サウナ室、ミストサウナ室には設置しないで下さい。故障の原因になります。

バックライト

YouTube® 
視聴できる？

VB-BS103W/WDはRCA入力
※浴室内からAV機器の操作はできません。AV機器本体での操作となります。
接続はRCAピンジャック（アナログ伝送）での接続となります。
別売りの「VB-AF72：AV接続ケーブルセット10ｍ」 が必要です。＊2
※接続部分は専用コネクターのため、市販のケーブルでは接続できません。

VB-BS122SはHDMI入力
浴室内から連動機能を搭載したAV機器を操作できます。
※操作できるAV機器、および操作内容には制限があります。
　詳しくはAV機器のメーカーにご確認ください。

接続はＨＤＭＩ（ハイビジョン伝送可能）ケーブルです。
別売りのHDMI ケーブル が必要です。＊6,＊7,＊8,＊9
※市販のＨＤＭＩケーブルでは、動作保証できません。
15ｍ、20ｍは方向性があります。逆に接続すると映りません。
接続にあたっては、接続する機器の設置基準に従ってください。

デジタル３波を受信可能なチューナーを搭載しています。
　衛星放送受信可能な環境であることが必要です。

地デジ、ＢＳ、110度ＣＳ
全機種ツインバード製は全機種3波搭載

サウナ
ミストサウナ

入力端子

好評装備

新装備

Wi-Fi環境・アプリの取得および設定が必要です。
※スマートフォンの機種、Wi-Fi環境によっては伝送できません。

スマートフォンの「YouTube®」を浴室テレビで、ほぼ見れます。
VB-BS122で対応 steki機能

付属

VB-BS122

VB-BS103

（下面です）

信頼の
日本製

ハイビジョン
104万画素104万画素

スマートフォンの「YouTube®」を浴室テレビで、
ほぼ見れます。
接続例①：デジタルAVアダプターまたはMHL変換
　　　　  アダプターを接続します。
接続例②：無線LAN・ChromeCast®をWi-Fiで
　　　　  接続します。
Wi-Fi環境・アプリの取得および設定が必要です。
※スマートフォンの機種、Wi-Fi環境によっては
　伝送できません。

仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

テレビ側は専用端子、スピーカー側はムキ線です

VB-AF72

VB-AF84
VB-AF80
VB-AF81
VB-AF92
VB-AF93
VB-AF90

      

＊2

＊5
＊6
＊7
＊8
＊9

AVケーブルセット

アンテナケーブル4ｍ
HDMI ケーブル5ｍ
HDMI ケーブル10ｍ
HDMI ケーブル15ｍ
HDMI ケーブル20ｍ
HDMI 壁コンセント

4975058 987213

4975058 988418
4975058 988012
4975058 988111
4975058 989217
4975058 989316

16,000円

2,000円
10,000円
20,000円
60,000円
70,000円
オープン価格

浴室テレビと外部AV機器との接続用です
浴室テレビ側は専用端子、ＡＶ側はRCA端子です
S-4C-FB同軸ケーブル、両端Ｆ接栓付き
浴室テレビと外部映像機器との接続用です

壁に埋め込み用のHDMIコンセントです

※ 市販のHDMI ケーブルでは動作保証できません
　 15ｍ、20ｍは方向性があります
　 逆に接続すると映りません

用 途対応機種/特長標準価格 品 名品 番

VB-BS103

VB-BS103

HDMI 装備機種

JANコード

■ 別売部品 ※標準工事の場合、別売部品は不要です。 浴室壁内側の補強板は施工業者様の手配となります。

イコライザー内蔵
壁コンセント付属



原寸大
330mm 28mm

250
mm

画面ははめ込み合成です
※各資料につきましては、弊社ホームページ「製品情報」⇒「ＡＶ機器」⇒「住宅取付型浴室テレビ」のページで、
　ご希望の浴室テレビを選択し、「各種資料のダウンロード」からご希望の資料をご利用下さい。

スイッチ類は下面にあります

12V

新潟市 けやき通り

ハイビジョン
104万画素104万画素


