2012 年 7 月 27 日
報道関係各位

7 月 26 日発表 プレスリリース

「LM6600 8 月上旬より順次発売開始」
W キャンペーン対象製品変更のお知らせ

お詫びと訂正
LG Electronics Japan 株式会社(代表取締役社長：李揆弘 本社：東京都港区)が、7 月 27 日に
発表しました『LG Smart TV シネマスクリーンモデル LM6600 8 月上旬より順次発売開始』のプレスリリー
ス内に記載いたしました『W（ダブル）キャンペーン』対象製品が一部変更となりましたので、下記のとおり
ご連絡申し上げます。
皆様にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
また、併せて変更を反映したニュースリリースを改めて添付いたしますので、ご査収の程、お願い申し
上げます。

-記-

変更箇所
■ W キャンペーン対象製品
× 55LM9600、47LM9600、55LM7600、47LM7600、42LM7600、47LM6600
42LM6600 （7 製品）
○

55LM9600、47LM9600、55LM7600、47LM7600、42LM7600（5 製品）
※47LM6600、42LM6600 の 2 製品が対象製品から除外しました。

製品に関するお問い合わせ
LG Electronics Japan 株式会社

商品企画＆マーケティングチーム 宇佐美 夕佳
Email:yuka.usami@lge.com TEL:03-3588-1915（直通） FAX:03-3586-3984
報道関係の皆さまからのお問い合わせ
LG Electronics Japan 株式会社

キ ム ド ンゴ ン

経営管理グループ コーポレート PR 担当 金東建
Email:donggun.kim@lge.com TEL:03-3588-1917（直通） FAX:03-3586-3984
〒105-8510 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 9 階
HP http://www.lg.com/jp

平成 24 年 7 月 27 日

報道関係 各位
先進機能をカジュアルに楽しめる

LG Smart TV シネマスクリーンモデル
LM6600 8 月上旬より順次発売開始
Ｗキャンペーン実施中！
LG Electronics Japan 株式会社

LG Electronics Japan 株式会社 (代表取締役社長：李揆弘 本社：東京都港区)は、LED 液晶を
搭載した LG Smart TV の LM6600（47Ｖ型/42Ｖ型/32Ｖ型）を 2012 年 8 月上旬より順次発売を開
始いたします。
LM6600 は、最高画質に注力したハイエンドモデル LM9600、高画質とスリムデザインを追及した
LM7600 の流れを継承した、シネマスクリーン※1 のスタンダードモデルとなります。今回発売する
LM6600 の追加により、シネマスクリーンデザインのモデルが 55 インチから 32 インチまでラインアッ
プされ、お客さまの視聴環境にあわせてより自由にスクリーンサイズをお選びいただけるようになり
ました。

「LM6600」(47 インチモデル)とマジックリモコン
※１ シネマスクリーン・・・画面フレームを極力細く設計することで、テレビをインテリアに溶け込ま
せることと、映像に集中できる環境を作り、サイズアップを容易に実現するデザイン

■LM6600 の特長および仕様について※使用している製品画像は LM9600 です。
１．新開発「マジックリモコン」で直感的な操作が可能に

マジックリモコンでポインターを自由に動かし、そしてクリック。
まるで直接画面を指すようなサクサク感覚を実現しました。
スクロールも手元のホイールで楽々です。
２．シンプルデザインの基本設計「ホームダッシュボード」

Smart TVのホーム画面「ホームダッシュボード」では、すべての
エンターテインメントが一目瞭然。マジックリモコンでスイスイ選ん
で楽しめます。カスタマイズも自在です。
３．多彩なプレミアムコンテンツ

代表的なポータルサイトや日本でポピュラーなビデオ・
オン・デマンドに対応。手元で選んで楽しめます。
※利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。

４．さまざまな機器とカンタン接続

スマートフォンやパソコン、ハードディスクなど、多彩な機器と
シンプル接続。各機器上に保存されているコンテンツをすべて
ひとつの画面にまとめて表示し、テレビの大画面で再生できます。
５．見たいコンテンツをすぐに検索

キーワードを入力すれば、YouTubeTM※などの WEB 上の映像
はもちろん、ビデオ・オン・デマンドサービス、録画コンテンツ
まで横断的に一括検索。予測変換付きの簡単検索で、
見たい映像にいつでもすぐに出会えます。
６．楽しい、便利なアプリがたくさん

テレビの可能性が一気に広がる専用アプリが LG Smart World に
ズラリ。ゲームや教育などジャンルも多彩。今後も続々と登場します。
７. 多種多様な 3D コンテンツに対応

3D の大迫力をもっと身近に。LG だけの 3D WORLD には、
3D コンテンツがいつでもたくさん。映画やスポーツなど、
幅広いジャンルから自由に選んで楽しめます。
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８．テレビを見ながらＳＮＳ

いつものスマートフォンのように、Ｔｗｉｔｔｅｒ※やＦａｃｅＢｏｏｋ※を
フル活用できます。まるで友人同士で一緒にテレビを見ている
感覚です。
※本文に記載されている各種名称、商品名などは各社の登録商標または商標です。

９．みんなで一緒に楽しめる CINEMA3D

FPR 方式を採用した CINEMA3D は、「リラックスして」「3D メガネが軽
量、充電が不要」「画面がちらつかない」「疲れにくい」「映像が明るい」
「選べるメガネ」など、気軽に 3D 映像を楽しめる視聴環境を実現して
います。
※LM6600 は 3D メガネ（AG-F310）が２つ同梱されています。

１０．二人同時に別画面プレイできる Dual Play

マルチプレイや対戦型（上下、左右）のゲームもメガネひとつで自分
だけの画面に。デュアルプレイ用メガネをかければ、お互いに別画面
でプレイできます。
※LM6600 はデュアルプレイ用メガネ（AG-F310DP）別売りとなります。

■発売概要
シリーズ

品番

LM6600

47LM6600
42LM6600
32LM6600

・発売日

画面ｻｲｽﾞ
(ｲﾝﾁ)
47
42
32

価格
￥OPEN（予想実売価格 18 万円前後）
￥OPEN（予想実売価格 13 万円前後）
￥OPEN（予想実売価格 9 万円前後）

2012 年 8 月上旬

・発売地域 一部地域を除く、全国
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■■■Ｗ（ダブル）キャンペーン実施中■■■
スマートテレビ発売を記念して、Ｗ（ダブル）キャンペーンを実施しています。
ダブルで応募すると最大 2 万円のキャッシュバックがプレゼントされます。

キャンペーン１．「サクサク、リラックス」キャンペーン
テレビを見ていただく際にマジックリモコンを使って「快適に、リラックス
している」シーンを募集しています。応募された写真の中から選ばれた写真を
Facebook に掲載。LG が提唱する「ソファーにゆったりくつろぎながら、マジ
ックリモコンでサクサクと画面操作している」様子を、Facebook を通して皆さ
まにお届けします。
キャンペーン２．「我が家に美しい大画面」キャンペーン
フレーム幅の小さい LG Smart TV なら、現在お使いのテレビを設置している
スペースでも画面サイズの大型化が可能。例えば約 8 年前のテレビと比較する
と、同じ横幅で約 10 インチ大きなテレビを設置することができます。
そこで今回、LG では「買い替え前」と「LG SmartTV 設置後」の写真を募集。
応募された写真の中から選考されたものを Facebook に掲載。空間に美しくたた
ずむ LG SmartTV を、Facebook を通して皆さまにお届けします。

対象製品 ： 55LM9600、47LM9600、55LM7600、47LM7600、42LM7600

詳細は LG Electronics Japan 株式会社の公式サイトをご覧ください。
●公式 LG テレビ

Facebook

https://www.facebook.com/m.lgtv.jp/app_399223050121690
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■主な仕様

※ダウンロードコンテンツには対応しておりません。
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■LG Electronics Japan 株式会社 会社概要
社

名

LG Electronics Japan 株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本

社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 9 階

Ｕ Ｒ Ｌ

http://www.lg.com/jp

設

1981 年 1 月

立

代 表 者

代表取締役社長 李 揆弘 （リ・ギュホン）

事業部門

ホーム・エンターテイメント事業

液晶テレビ、液晶モニター、デジタルサイネ
ージ、ブルーレイプレーヤー、AV 機器、光
学ストレージ、記録メディア

営業拠点

モバイル通信事業

携帯端末、通信モデム

ホーム・アプライアンス事業

洗濯機、掃除機、冷蔵庫、ワインセラー

大阪営業所（大阪市中央区）
名古屋営業所（名古屋）
九州営業所（福岡）

研究拠点

LG エレクトロニクスジャパンラボ（東京都品川区）
日本デザイン研究所（東京都港区）

製品に関するお問い合わせ
LG Electronics Japan 株式会社

商品企画＆マーケティングチーム 宇佐美 夕佳
Email:yuka.usami@lge.com TEL:03-3588-1915（直通） FAX:03-3586-3984

報道関係の皆さまからのお問い合わせ
LG Electronics Japan 株式会社
キ ム ド ンゴ ン

経営管理グループ コーポレート PR 担当 金東建
Email:donggun.kim@lge.com TEL:03-3588-1917（直通） FAX:03-3586-3984
〒105-8510 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 9 階
HP http://www.lg.com/jp
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