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 株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：遠藤結蔵）の子会社、

株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：吉川恭史）は、格安 4K 対応テレビ“第 3

弾”として「4K対応49V型液晶テレビ」（GH-TV49D-BK）をゲオショップ127店舗およびゲオの公式 

インターネット通販サイト「GEO-MART(ゲオマート)」(https://ec.geo-online.co.jp/shop/default.aspx) 

で2018年8月1日（水）より2,000台限定で販売します。今回の取扱い店舗追加により、4K対応液晶テ

レビの取扱店舗数は、全国で327店舗となります。販売価格はゲオショップ46,800円（税抜）、ゲオマー

トは送料込みで48,800円（税抜）です。 

  

今回販売する「4K 対応 49V 型液晶テレビ」は、メイン基板に日本製ボードを採用し、高性能な CPU

と GPU を搭載しており、くっきりと見やすい映像でさまざまなコンテンツを楽しむことができます。ま

た 7 つの映像モードを用意し、「鮮やか」、「映画」など各種ジャンルに合わせた設定が可能です。チュー

ナーは地上デジタル放送とBS／CSデジタル放送を、それぞれ2つ搭載しています。  

 USB外付けハードディスクを接続すれば裏番組の録画が最大64番組まで可能です。4K対応のHDMI

ポートを 4系統装備しており、ブルーレイディスクレコーダーなどに接続することで 4K映像が楽しむこ

とが可能です。画面には、明暗部の色ムラが少なく、明るさがダイレクトに伝わる直下型 LED バックラ

イトを搭載しています。 

なお、本商品の保証期間は１年間で、メーカーのカスタマーサポートで問い合わせ、対応も行っていま

す。ゲオでは今後、「4K 対応液晶テレビ」と、TV 用スピーカーシステムや外付け HDD などとのセット

販売も検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

また、自宅でも外出先でもインターネットが使用できるWiFiルーター「UQ WiMAX」（※1）の取り扱

い39店舗では、「UQ WiMAX」を店頭で契約し、「4K対応49V型液晶テレビ」を同時購入の方は、20,000

円割引になるキャンペーンを2018年8月31日（金）まで実施します。販売価格46,800円(税抜)が、割

引キャンペーン適用により26,800円(税抜)で購入が可能となります。 

ゲオショップ「格安4K対応テレビ」第3弾 

8 月 1 日より「4K 対応 49V 型液晶テレビ」販売開始 
新たにゲオショップ127店、ゲオマートで販売 店頭価格は46,800円（税抜） 

NEWS RELEASE NEWS RELEASE 

4K対応49V型液晶テレビ「GH-TV49D-BK」 

https://ec.geo-online.co.jp/shop/default.aspx
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 ゲオは、今後も家電商品取り扱いに対する認知とシェア拡大を目指し「豊かで楽しい日常の暮らしを提

供する」という企業理念のもと積極的な市場開拓を行い、幅広い商品を提供していきます。 

 

※1 UQ WiMAX本体代金は無料です。UQ WiMAX契約時に3年自動更新プランの契約が必要となります 

 

【ゲオマート商品ページ】 

https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g079589601/ 

 

■製品情報 

【4K対応49V型液晶テレビ販売概要】 

・商 品 名：グリーンハウス 49V型 4K液晶テレビ GH-TV49D-BK 

・発 売 日：2018年8月1日（水）より（店舗によって発売日が異なります） 

・販 売 場 所：ゲオショップ127店舗、ゲオマート 

・価    格：店頭販売価格：46,800円（税抜）／ゲオマート販売価格：48,800円（税抜・送料込み） 

・保 証 期 間：1年間 

・メーカー名：株式会社グリーンハウス 

・カスタマーサポート：電話 03-6687-4007（受付時間：10時～18時、土・日・祝日含む365日受付） 

FAX 03-5421-2266（24時間受付） 
 

【製品特徴】 

●高速なレスポンスを実現する、Socionext社の最新チップを搭載 

高性能なCPUとGPUにより、高速なUIレスポンスを実現する、Socionext社の最新LSIチップを搭載

しているので、くっきりと見やすい映像で、映画やゲーム、さまざまなコンテンツが楽しめます。 

 

●「自動」「鮮やか」「標準」「居間」「映画」「映画プロ」「おこのみ」の7種類の映像モードを用意 

7種類(自動、鮮やか、標準、居間、映画、映画プロ、おこのみ)の映像モードを用意し、各モードでバック

ライトの明るさやコントラスト、黒レベル、色の濃さ、シャープネスなどさまざまな調整ができるので、

おこのみでゲームやネットコンテンツなど、ジャンルにあわせた設定が可能です。 

 

●裏番組録画対応ダブルチューナー搭載 

地上デジタルと、BS・110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ2つ搭載しています。別売りの

USB外付けハードディスクを用意して接続すれば、番組表からの録画予約や視聴中番組をダイレクトに録

画できるだけでなく、裏番組の録画もでき、最大64番組の録画予約が可能になります。 

 

●4K対応のHDMI入力端子を4系統装備 

4K 対応の HDMI ポートを 4 系統装備しているので、ブルーレイディスクレコーダーやゲーム機などで

4K映像が楽しめます。全ポートHDMIケーブル1本で映像だけではなく音声出力も可能にするARC(オー

ディオリターンチャンネル)に対応し、4K 映像の入力と、テレビからブルーレイレコーダーなどの外部機

器のコントロールを可能にするCEC機能にも対応しています。 

 

●直下型LEDバックライトを搭載 

両端(エッジ型)LEDバックライトに比べて、明暗部の色ムラが少なく、明るさがダイレクトに伝わる直下

型LEDバックライトを搭載しています。 

 

●4K 60p 4:2:0、4K 30P 4：4：4/4：2：2フォーマットの映像に対応 

4K解像度で毎秒60コマのなめらかな映像が表示でき、より豊かで自然な色表現が可能です。 

 

https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g079589601/
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● USB3.0/2.0ポートを2系統装備、外付けHDDも接続可能 

USB3.0ポートとUSB2.0ポートの2系統を装備しています。高速なUSB3.0ポートも搭載し、外付け

HDDをつなげてテレビ番組の録画にお使いいただけます。 

 

【製品仕様】 

画面サイズ 49V型 

画素数 水平×垂直=3840×2160（4Kパネル） 

液晶パネル方式 IPS方式 

外形寸法 幅110.4×高さ70×奥行き26.3cm 

重量 卓上スタンド含む：11.5kg 

消費電力 
定格動作時：106W 、待機時：0.5W 

年間消費電力量：170kWh/年 

チューナー 地上デジタル：2 、BS・110度CSデジタル：2 

受信チャンネル 
VHF（1~12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63） 

BS Digital+CS Digital：1032～2071MHz 

映像 
最大表示色数：約10億7400万色 

視野角：左右178°・上下178°、コントラスト比：1100：1 、輝度：340cd 

音声 スピーカー出力：20W（10W+10W） 

入力端子 

地上デジタル用 F型端子（75Ω）：1、CS/BSデジタル用 F型端子（75Ω）：1、 

コンポジットビデオ入力：3（映像入力用：1、ステレオ音声用：2）、 

HDMI端子：4 、データ放送用LAN端子：1、録画用HDD用USB端子：2 

B-CASカードソケット（miniB-CASカード用）：1 

出力端子 
音声光デジタル出力（S/PDIF出力端子）：1 

ヘッドホン用3.5mm音声出力端子：1 
 

 

【付属品】 

専用リモコン、リモコン用乾電池（単4形乾電池×2個）、専用電源コード、miniB-CASカード、miniB-CAS

カードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、取扱説明書、保証書、テレビスタンド×2本、テレビス

タンド取付用ネジ×4個 

 

【商品画像】 

 

 

 

 
＜商品正面＞ ＜使用イメージ＞ 
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■販売店舗一覧 

※天候や交通事情により入荷が遅れる場合があります。入荷確認は店舗へお問い合わせください 

エリア 店舗名 住所 
販売予定日

（※） 

WiMAX      

取扱店舗 

北海道 

ゲオ札幌星置店 北海道札幌市手稲区手稲山口494番地1 2018/8/11  

ゲオ札幌篠路店 北海道札幌市北区篠路一条4丁目6番36号 2018/8/11  

ゲオ札幌北49条店 北海道札幌市東区北四十九条東8丁目3番5号 2018/8/11  

ゲオイオン石狩緑苑台店 北海道石狩市緑苑台中央1丁目2番 2018/8/11  

ゲオ札幌西岡店 北海道札幌市豊平区西岡四条3丁目6番36号 2018/8/11  

ゲオ札幌狸小路2丁目店 北海道札幌市中央区南二条西2丁目1番1号 金市館ﾋﾞﾙ B1F 2018/8/11 ● 

ゲオ上野幌店 北海道札幌市厚別区上野幌三条2丁目1番10号 2018/8/11  

ゲオ札幌厚別店 北海道札幌市厚別区厚別東五条2丁目1番45号 2018/8/11  

ゲオ砂川店 北海道砂川市東一条南11丁目4番1号 2018/8/11  

ゲオ江別大麻店 北海道江別市大麻栄町8番地3 2018/8/11  

ゲオ八雲店 北海道二海郡八雲町富士見町127番地 2018/8/11  

東北 

ゲオ十和田千歳森店 青森県十和田市大字三本木字千歳森167番地12 2018/8/11  

ゲオ宮古長町店 岩手県宮古市長町2丁目2番4号 2018/8/11  

ゲオ気仙沼南郷店 宮城県気仙沼市南郷1番地の4 2018/8/11 ● 

ゲオ秋田牛島店 秋田県秋田市牛島西2丁目3番13号 2018/8/11  

ゲオ秋田飯島店 秋田県秋田市飯島道東3丁目7番13号 2018/8/11  

ゲオ大館店 秋田県大館市清水3丁目2番3号 2018/8/11  

ゲオ横手店 秋田県横手市婦気大堤字西野13番地3 2018/8/11  

ゲオ酒田駅前店 山形県酒田市幸町2丁目9番36号 2018/8/1  

ゲオ新庄店 山形県新庄市五日町1389番地の23 2018/8/1  

ゲオ鶴岡城南店 山形県鶴岡市城南町22番23号 2018/8/1  

ゲオ米沢金池店 山形県米沢市金池8丁目1番2号 2018/8/1  

ゲオ山形花楯店 山形県山形市花楯2丁目14番57号 2018/8/1  

ゲオ寒河江店 山形県寒河江市新山1丁目33番地 2018/8/1  

ゲオ会津若松インター店 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字川西126番地の1 2018/8/1 ● 

ゲオいわき平上荒川店 福島県いわき市平上荒川字長尾59番地の1 2018/8/1 ● 

関東・甲信越 

ゲオつくば学園店 茨城県つくば市東新井31番地13 2018/8/1  

ゲオ石岡店 茨城県石岡市旭台2丁目17番1号 2018/8/1  

ゲオ牛久中央店 茨城県牛久市中央1丁目15番地2 2018/8/1  

ゲオ高萩店 茨城県高萩市大字安良川字川久保600番地の1 2018/8/1  

ゲオ河和田店 茨城県水戸市河和田2丁目1775番地の4 2018/8/1  

ゲオ日立金沢店 茨城県日立市金沢町2丁目1番1号 2018/8/1 ● 

ゲオ西那須野店 栃木県那須塩原市南郷屋2丁目146番地39 2018/8/1  

ゲオ足利鹿島店 栃木県足利市鹿島町47番地 2018/8/1 ● 

ゲオ間々田店 栃木県小山市大字間々田807番地 2018/8/1  

ゲオ城東店 栃木県小山市城北6丁目4番地13 2018/8/1 ● 

ゲオ赤堀店 群馬県伊勢崎市堀下町1478番地 2018/8/1  

ゲオ前橋高井店 群馬県前橋市高井町1丁目33番地3 2018/8/1  
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エリア 店舗名 住所 販売開始日 
WiMAX      

取扱店舗 

関東・甲信越 

 

ゲオ高崎福島店 群馬県高崎市福島町794番地22 2018/8/1  

ゲオ西吉井店 群馬県高崎市吉井町長根1870番地1 2018/8/1  

ゲオ片貝店 群馬県前橋市西片貝町1丁目315番地5 2018/8/1  

ゲオ藤岡店 群馬県藤岡市藤岡892番地1 2018/8/1 ● 

ゲオ川口赤山店 埼玉県川口市大字新井宿603番地の2 2018/8/1  

ゲオ蕨店 埼玉県蕨市中央2丁目1番7号 ﾒｿﾞﾝｱｰﾃｨｰｽﾞ 1F 2018/8/1 ● 

ゲオ坂戸店 埼玉県坂戸市鎌倉町16番26号 2018/8/1  

ゲオ川越新宿店 埼玉県川越市新宿町6丁目5番8号 2018/8/1  

ゲオふじみ野店 埼玉県ふじみ野市鶴ｹ岡1丁目16番2号 2018/8/1  

ゲオ毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目30番8号 2018/8/1  

ゲオ北本店 埼玉県北本市緑三丁目29番地 2018/8/1  

ゲオ加須店 埼玉県加須市三俣2丁目18番地9号 2018/8/1  

ゲオ上尾中妻店 埼玉県上尾市中妻5丁目8番地1 2018/8/1  

ゲオ熊谷店 埼玉県熊谷市中央2丁目260番地 2018/8/1  

ゲオ新行田店 埼玉県行田市行田120番1号 2018/8/1  

ゲオ幕張店 千葉県千葉市美浜区幕張西2丁目1番8号 2018/8/1  

ゲオおゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7丁目3番地1 2018/8/1  

ゲオいすみ深堀店 千葉県いすみ市深堀1438番地 2018/8/1  

ゲオ綾瀬店 東京都足立区綾瀬3丁目14番2号 ﾙﾐｴｰﾙ･ｱﾔｾ 2018/8/1 ● 

ゲオ横浜栗木店 神奈川県横浜市磯子区栗木1丁目31番5号 2018/8/1  

ゲオ海老名店 神奈川県海老名市中央2丁目5番41号 2018/8/1 ● 

ゲオ平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮6丁目14番40号 2018/8/1 ● 

ゲオ出来島店 新潟県新潟市中央区南出来島1丁目3番6号 2018/8/1  

ゲオ竹尾インター店 新潟県新潟市東区竹尾583番地10 2018/8/1  

ゲオ三条店 新潟県三条市東三条2丁目6番3号 2018/8/1  

ゲオ長岡宮内店 新潟県長岡市宮内町3346番地1 2018/8/1  

ゲオ燕吉田店 新潟県燕市吉田3681番地1 2018/8/1  

ゲオ長岡西津店 新潟県長岡市西津町3796番地1 2018/8/1 ● 

ゲオ富山婦中店 富山県富山市婦中町板倉455番地 2018/8/1  

ゲオ松任店 石川県白山市幸明町188番地 2018/8/1  

ゲオ津幡店 石川県河北郡津幡町字横浜へ24番地5 2018/8/1  

ゲオ新輪島店 石川県輪島市宅田町48字1番地 2018/8/1  

ゲオ甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町押越105番地 2018/8/1  

ゲオ穂高店 長野県安曇野市穂高2450番地 2018/8/1  

ゲオ茅野店 長野県茅野市ちの2617番地4 2018/8/1 ● 

中部 

ゲオ高山昭和店 岐阜県高山市昭和町1丁目123番地1 2018/8/1  

ゲオ岐阜市橋店 岐阜県岐阜市市橋2丁目7番1号 三洋堂書店市橋店2F 2018/8/1  

ゲオ岐阜真正店 岐阜県本巣市政田1273番地 2018/8/1  

ゲオ池田店 岐阜県揖斐郡池田町池野228番地の1 2018/8/1  

ゲオ藤枝水上店 静岡県藤枝市水上210番95号 2018/8/1 ● 
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エリア 店舗名 住所 販売開始日 
WiMAX      

取扱店舗 

中部 

ゲオ富士宮店 静岡県富士宮市富士見ヶ丘65番地 2018/8/1 ● 

ゲオ磐田今之浦店 静岡県磐田市今之浦4丁目18番地8 2018/8/1 ● 

ゲオ大井川店 静岡県焼津市相川469番地1 2018/8/1  

ゲオ浜松さんじの店 静岡県浜松市南区参野町62番地の2 2018/8/1 ● 

ゲオ岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市井ﾉ口町字和田屋3番地 2018/8/1  

ゲオ刈谷井ヶ谷店 愛知県刈谷市井ヶ谷町前田45番地1 2018/8/1  

ゲオ朝日町店 三重県三重郡朝日町大字小向317番地1 2018/8/1  

関西 

ゲオ高槻緑町店 大阪府高槻市緑町18番20号 2018/8/1 ● 

ゲオ岸和田店 大阪府岸和田市荒木町2丁目20番15号 2018/8/1  

ゲオ高石店 大阪府和泉市葛の葉町3丁目1番65号 2018/8/1 ● 

ゲオベアーズ大日店 大阪府門真市向島町3番35号 ﾍﾞｱｰｽﾞB棟1F 2018/8/1  

ゲオ伊丹店 兵庫県伊丹市行基町2丁目1番地3 2018/8/1 ● 

ゲオ西神パルティ店 兵庫県神戸市西区美賀多台9丁目2番地2 2018/8/1  

ゲオ姫路砥堀店 兵庫県姫路市砥堀726番地1 2018/8/1 ● 

ゲオ橿原店 奈良県橿原市城殿町1番地の7 2018/8/1  

中国・四国 

ゲオ鳥取立川店 鳥取県鳥取市立川町5丁目267番1 2018/8/3  

ゲオ出雲店 島根県出雲市天神町29番地 2018/8/3  

ゲオ益野店 岡山県岡山市東区益野町246番地の1 2018/8/3  

ゲオ東広島西条店 広島県東広島市西条中央3丁目6番5号 2018/8/3 ● 

ゲオ三原店 広島県三原市宮浦3丁目1番22号 2018/8/3  

ゲオ福山みどりまち店 広島県福山市松浜町3丁目8番38号 2018/8/3 ● 

ゲオ山口湯田店 山口県山口市葵2丁目9番11号 2018/8/3 ● 

ゲオ小野田店 山口県山陽小野田市高栄2丁目6429番地1 2018/8/3  

ゲオ高松レインボーロード店 香川県高松市伏石町2162番地15 2018/8/3 ● 

ゲオ観音寺店 香川県観音寺市吉岡町726番地1 2018/8/3  

ゲオ詫間店 香川県三豊市詫間町松崎2780番地508 2018/8/3  

ゲオ宇和島店 愛媛県宇和島市川内字八月田甲1069番地2 2018/8/3  

ゲオ高知南国店 高知県南国市大そね甲2520番地2 2018/8/3  

ゲオ高知土佐道路店 高知県高知市河ﾉ瀬町141番地1 2018/8/3 ● 

九州・沖縄 

ゲオ行橋店 福岡県行橋市行事7丁目3番16号 2018/8/3 ● 

ゲオ北九州徳吉店 福岡県北九州市小倉南区徳吉西1丁目7番5号 2018/8/3  

ゲオ北九州折尾店 福岡県北九州市八幡西区大浦2丁目4番11号 2018/8/3 ● 

ゲオ福岡東光寺店 福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目7番30号 2018/8/3 ● 

ゲオ福岡吉塚駅前店 福岡県福岡市博多区吉塚本町13番21号 2018/8/3 ● 

ゲオ久留米インター店 福岡県久留米市東合川2丁目4番20号 2018/8/3 ● 

ゲオ佐賀北川副店 佐賀県佐賀市北川副町光法1469番地1 2018/8/3  

ゲオ佐賀北部バイパス店 佐賀県佐賀市卸本町5番30号 UTZLERT 2F 2018/8/3 ● 

ゲオ佐世保相浦店 長崎県佐世保市愛宕町186番地 2018/8/3  

ゲオイオンタウン西熊本店 熊本県熊本市南区上ノ郷2丁目16番1号 2018/8/3  

ゲオアミュプラザおおいた店 大分県大分市金池南1丁目1番5号 2018/8/3 ● 



 

 

 
本件に関するお問い合わせは下記までお願いします 

株式会社ゲオホールディングス 広報部 広報課 担当：瀬戸 

TEL：03-5911-5784  E-mail：geo-pr@geonet.co.jp  

エリア 店舗名 住所 販売開始日 
WiMAX      

取扱店舗 

九州・沖縄 

ゲオ国東店 大分県国東市武蔵町古市144番地 2018/8/3  

ゲオ大分明野店 大分県大分市明野北4丁目1番10号 2018/8/3  

ゲオグラード東開店 鹿児島県鹿児島市東開町4番地27 ｸﾞﾗｰﾄﾞ東開2F 2018/8/3  

ゲオ与那原店 沖縄県島尻郡与那原町字与那原1106番地 2018/8/7 ● 

ゲオ津嘉山店 沖縄県那覇市字仲井真379番地2 2018/8/7 ● 

ゲオ北谷国道58号店 沖縄県中頭郡北谷町北前1丁目6番10号 2018/8/7 ● 

ゲオ名護店 沖縄県名護市東江5丁目22番25号 2018/8/7  

ゲオ泡瀬店 沖縄県沖縄市高原7丁目22番7号 2018/8/7 ● 

ゲオ石川店 沖縄県うるま市石川1丁目14番1号 2018/8/7 ● 

 

 

以上 


