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●XLED（エックスレッド）高画質技術と
包み込むサウンドが実現する、新・感動体験
●XLED（エックスレッド）高画質技術と
包み込むサウンドが実現する、新・感動体験

幅143.3×奥行26.4×高さ88.2cｍ(スタンド含む)幅143.3×奥行26.4×高さ88.2cｍ(スタンド含む)

●XLED（エックスレッド）高画質技術と
包み込むサウンドが実現する、新・感動体験
●XLED（エックスレッド）高画質技術と
包み込むサウンドが実現する、新・感動体験

幅187.7×奥行34.3×高さ113.2cｍ(スタンド含む)幅187.7×奥行34.3×高さ113.2cｍ(スタンド含む)

●XLED（エックスレッド）高画質技術と
包み込むサウンドが実現する、新・感動体験
●XLED（エックスレッド）高画質技術と
包み込むサウンドが実現する、新・感動体験

幅165.5×奥行31.0×高さ100.9cｍ(スタンド含む)幅165.5×奥行31.0×高さ100.9cｍ(スタンド含む)

シャープ
65V型8K液晶テレビ
8T-C65DX1

572,000
520,000円(税別)

円

(

税
込)

シャープ
85V型8K液晶テレビ
8T-C85DX1

1,705,000
1,550,000円(税別)

円

(

税
込)

シャープ
75V型8K液晶テレビ
8T-C75DX1

737,000
670,000円(税別)

円

(

税
込)

●輝きの表現力を高める有機ELパネル制御、
　「Sparkling Drive EX」回路
●輝きの表現力を高める有機ELパネル制御、
　「Sparkling Drive EX」回路

幅144.8×奥行30.4×高さ89.5cｍ(スタンド含む)幅144.8×奥行30.4×高さ89.5cｍ(スタンド含む)

430,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
65V型4K有機ELテレビ
4T-C65ES1

473,000
260,000円(税別)

円

(

税
込)

シャープ
70V型4K液晶テレビ
4T-C70EN1

286,000

幅156.4×奥行36.1×高さ99.0cｍ(スタンド含む)幅156.4×奥行36.1×高さ99.0cｍ(スタンド含む)

●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します
●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します

250,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
65V型4K液晶テレビ
4T-C65EU1

275,000

幅144.6×奥行30.4×高さ89.7cｍ(スタンド含む)幅144.6×奥行30.4×高さ89.7cｍ(スタンド含む)

●黒の締まりを高める
LEDバックライト分割駆動、「アクティブLED駆動」
●黒の締まりを高める
LEDバックライト分割駆動、「アクティブLED駆動」

●独自設計・組立ての有機ELディスプレイと
映画館のような立体音響の上向きスピーカー
●独自設計・組立ての有機ELディスプレイと
映画館のような立体音響の上向きスピーカー

幅144.8×奥行30.3×高さ88.9cｍ(スタンド含む)幅144.8×奥行30.3×高さ88.9cｍ(スタンド含む)

370,000円(税別)
円

(

税
込)

パナソニック
65V型4K有機ELテレビ
TH-65LZ1800

407,000

238,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
75V型4K液晶テレビ
4T-C75EL1

261,800

幅167.5×奥行33.0×高さ102.4cｍ(スタンド含む)幅167.5×奥行33.0×高さ102.4cｍ(スタンド含む)

●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

幅172.3×奥行33.0×高さ105.1cｍ(スタンド含む)幅172.3×奥行33.0×高さ105.1cｍ(スタンド含む)

600,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
77V型4K有機ELテレビ
4T-C77EQ1

660,000

●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します
●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します

210,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
65V型4K液晶テレビ
4T-C65EN1

231,000

幅144.6×奥行29.0×高さ90.7cｍ(スタンド含む)幅144.6×奥行29.0×高さ90.7cｍ(スタンド含む)

●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

幅144.8×奥行26.3×高さ89.6cｍ(スタンド含む)幅144.8×奥行26.3×高さ89.6cｍ(スタンド含む)

370,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
65V型4K有機ELテレビ
4T-C65EQ1

407,000
160,000円(税別)

円

(

税
込)

シャープ
65V型4K液晶テレビ
4T-C65EL1

176,000

幅144.6×奥行29.0×高さ90.7cｍ(スタンド含む)幅144.6×奥行29.0×高さ90.7cｍ(スタンド含む)

●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

520,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
70V型4K液晶テレビ
4T-C70EP1

572,000

幅155.0×奥行33.5×高さ96.2cｍ(スタンド含む)幅155.0×奥行33.5×高さ96.2cｍ(スタンド含む)

●色彩・明暗表現力と迫力の立体音響、
　XLED技術搭載4Kテレビ
●色彩・明暗表現力と迫力の立体音響、
　XLED技術搭載4Kテレビ

450,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
65V型4K液晶テレビ
4T-C65EP1

495,000

幅144.2×奥行30.4×高さ89.6cｍ(スタンド含む)幅144.2×奥行30.4×高さ89.6cｍ(スタンド含む)

●色彩・明暗表現力と迫力の立体音響、
　XLED技術搭載4Kテレビ
●色彩・明暗表現力と迫力の立体音響、
　XLED技術搭載4Kテレビ

400,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
60V型4K液晶テレビ
4T-C60EP1

440,000

幅134.4×奥行30.4×高さ83.8cｍ(スタンド含む)幅134.4×奥行30.4×高さ83.8cｍ(スタンド含む)

●色彩・明暗表現力と迫力の立体音響、
　XLED技術搭載4Kテレビ
●色彩・明暗表現力と迫力の立体音響、
　XLED技術搭載4Kテレビ

https://jp.sharp/aquos/products/dx1/
https://jp.sharp/aquos/products/ep1/
https://jp.sharp/aquos/products/ep1/
https://jp.sharp/aquos/products/eq1/
https://jp.sharp/aquos/products/el1/
https://jp.sharp/aquos/products/dx1/
https://jp.sharp/aquos/products/eq1/
https://panasonic.jp/viera/products/lz1800.html
https://jp.sharp/aquos/products/en1/
https://jp.sharp/aquos/products/dx1/
https://jp.sharp/aquos/products/es1/
https://jp.sharp/aquos/products/ep1/
https://jp.sharp/aquos/products/eu1/
https://jp.sharp/aquos/products/en1/
https://jp.sharp/aquos/products/el1/
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●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します
●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します

160,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
55V型4K液晶テレビ
4T-C55EN1

176,000

幅124.0×奥行29.0×高さ80.6cｍ(スタンド含む)幅124.0×奥行29.0×高さ80.6cｍ(スタンド含む)

200,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
55V型4K液晶テレビ
4T-C55EU1

220,000

幅122.8×奥行30.4×高さ77.4cｍ(スタンド含む)幅122.8×奥行30.4×高さ77.4cｍ(スタンド含む)

●黒の締まりを高める
LEDバックライト分割駆動、「アクティブLED駆動」
●黒の締まりを高める
LEDバックライト分割駆動、「アクティブLED駆動」

●独自設計・組立ての有機ELディスプレイと
映画館のような立体音響の上向きスピーカー
●独自設計・組立ての有機ELディスプレイと
映画館のような立体音響の上向きスピーカー

幅122.7×奥行30.3×高さ76.5cｍ(スタンド含む)幅122.7×奥行30.3×高さ76.5cｍ(スタンド含む)

250,000円(税別)
円

(

税
込)

パナソニック
55V型4K有機ELテレビ
TH-55LZ1800

275,000

●輝きの表現力を高める有機ELパネル制御、
　「Sparkling Drive EX」回路
●輝きの表現力を高める有機ELパネル制御、
　「Sparkling Drive EX」回路

幅122.7×奥行30.4×高さ77.0cｍ(スタンド含む)幅122.7×奥行30.4×高さ77.0cｍ(スタンド含む)

290,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
55V型4K有機ELテレビ
4T-C55ES1

319,000

●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します
●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します

200,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
60V型4K液晶テレビ
4T-C60EN1

220,000

幅135.0×奥行29.0×高さ86.3cｍ(スタンド含む)幅135.0×奥行29.0×高さ86.3cｍ(スタンド含む)

●映像のシーンを判別して自動で最適な
　画質に調整「オートAI画質」
●映像のシーンを判別して自動で最適な
　画質に調整「オートAI画質」

145,000円(税別)

パナソニック
55V型4K液晶テレビ
TH-55LX800

幅123.4×奥行26.9×高さ78.7cｍ(スタンド含む)幅123.4×奥行26.9×高さ78.7cｍ(スタンド含む)

159,500円
(

税
込)

●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します
●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します

136,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
50V型4K液晶テレビ
4T-C50EN2

149,600

幅112.6×奥行25.3×高さ73.9cｍ(スタンド含む)幅112.6×奥行25.3×高さ73.9cｍ(スタンド含む)

118,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
50V型4K液晶テレビ
4T-C50EL1

129,800

幅112.6×奥行21.8×高さ73.9cｍ(スタンド含む)幅112.6×奥行21.8×高さ73.9cｍ(スタンド含む)

●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

●映像のシーンを判別して自動で最適な
　画質に調整「オートAI画質」
●映像のシーンを判別して自動で最適な
　画質に調整「オートAI画質」

130,000円(税別)

パナソニック
50V型4K液晶テレビ
TH-50LX800

幅112.0×奥行26.9×高さ72.0cｍ(スタンド含む)幅112.0×奥行26.9×高さ72.0cｍ(スタンド含む)

143,000円

(

税
込)

●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

幅122.7×奥行26.3×高さ77.0cｍ(スタンド含む)幅122.7×奥行26.3×高さ77.0cｍ(スタンド含む)

240,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
55V型4K有機ELテレビ
4T-C55EQ1

264,000

●独自設計・組立ての有機ELディスプレイと
映画館のような立体音響の上向きスピーカー
●独自設計・組立ての有機ELディスプレイと
映画館のような立体音響の上向きスピーカー

幅106.9×奥行25.0×高さ67.6cｍ(スタンド含む)幅106.9×奥行25.0×高さ67.6cｍ(スタンド含む)

230,000円(税別)
円

(

税
込)

パナソニック
48V型4K有機ELテレビ
TH-48LZ1800

253,000

●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

幅106.9×奥行21.7×高さ68.1cｍ(スタンド含む)幅106.9×奥行21.7×高さ68.1cｍ(スタンド含む)

215,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
48V型4K有機ELテレビ
4T-C48EQ2

236,500

330,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
55V型4K液晶テレビ
4T-C55EP1

363,000

幅122.5×奥行30.4×高さ77.4cｍ(スタンド含む)幅122.5×奥行30.4×高さ77.4cｍ(スタンド含む)

●色彩・明暗表現力と迫力の立体音響、
　XLED技術搭載4Kテレビ
●色彩・明暗表現力と迫力の立体音響、
　XLED技術搭載4Kテレビ

●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します
●倍速N-Blackパネルが、照明等の映り込みを
抑えて動きの早い映像もなめらかに表現します

130,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
43V型4K液晶テレビ
4T-C43EN2

143,000

幅95.7×奥行25.3×高さ62.1cｍ(スタンド含む)幅95.7×奥行25.3×高さ62.1cｍ(スタンド含む)

●映像のシーンを判別して自動で最適な
　画質に調整「オートAI画質」
●映像のシーンを判別して自動で最適な
　画質に調整「オートAI画質」

113,000円(税別)

パナソニック
43V型4K液晶テレビ
TH-43LX800

幅96.5×奥行21.9×高さ61.7cｍ(スタンド含む)幅96.5×奥行21.9×高さ61.7cｍ(スタンド含む)

124,300円

(

税
込)

https://jp.sharp/aquos/products/en1/
https://panasonic.jp/viera/products/lz1800.html
https://jp.sharp/aquos/products/es1/
https://jp.sharp/aquos/products/ep1/
https://jp.sharp/aquos/products/eq1/
https://jp.sharp/aquos/products/eu1/
https://jp.sharp/aquos/products/en1/
https://panasonic.jp/viera/products/lx800.html
https://jp.sharp/aquos/products/en1/
https://panasonic.jp/viera/products/lx800.html
https://jp.sharp/aquos/products/el1/
https://jp.sharp/aquos/products/en1/
https://jp.sharp/aquos/products/eq1/
https://panasonic.jp/viera/products/lz1800.html
https://panasonic.jp/viera/products/lx800.html
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●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

幅93.3×奥行21.7×高さ60.2cｍ(スタンド含む)幅93.3×奥行21.7×高さ60.2cｍ(スタンド含む)

200,000円(税別)
円

(

税
込)

シャープ
42V型4K有機ELテレビ
4T-C42EQ2

220,000

●有機ELディスプレイの高画質な映像を
　楽しめるスタンダードモデル
●有機ELディスプレイの高画質な映像を
　楽しめるスタンダードモデル
幅93.3×奥行25.0×高さ59.9cｍ(スタンド含む)幅93.3×奥行25.0×高さ59.9cｍ(スタンド含む)

220,000円(税別)
円

(

税
込)

パナソニック
42V型4K有機ELテレビ
TH-42LZ1000

242,000
113,000円(税別)

円

(

税
込)

シャープ
43V型4K液晶テレビ
4T-C43EL1

124,300

幅95.7×奥行21.7×高さ62.1cｍ(スタンド含む)幅95.7×奥行21.7×高さ62.1cｍ(スタンド含む)

●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」
●新開発・AI高画質プロセッサー搭載の
　画像処理エンジン「Medalist S3」

https://jp.sharp/aquos/products/el1/
https://jp.sharp/aquos/products/eq1/
https://panasonic.jp/viera/products/lz1000.html
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18,000円(税別)

●テレビの音が手元でくっきり
　聞こえるワイヤレススピーカー

シャープ
ワイヤレススピーカーシステム
AN-WSP1

シャープ
ワイヤレススピーカーシステム
AN-WSP1

19,800円

(

税
込)

4,800円(税別)

●「らくらくチューニング」で
　選局かんたん

パナソニック
ラジオ
RF-U156(S)

パナソニック
ラジオ
RF-U156(S)

5,280円

(

税
込)

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C20ET1

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C20ET1
●2TB  HDD
　トリプルチューナー搭載

66,000円
(

税
込)

60,000円(税別)

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C10ET1

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C10ET1
●1TB  HDD
　トリプルチューナー搭載

58,300円

(

税
込)

53,000円(税別)

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C20EW1

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C20EW1
●2TB  HDD
　ダブルチューナー搭載

58,300円

(

税
込)

53,000円(税別)

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C10EW1

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C10EW1
●1TB  HDD
　ダブルチューナー搭載

51,700円

(

税
込)

47,000円(税別)

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C10EW2

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C10EW2
●1TB  HDD
　ダブルチューナー搭載

50,600円
(

税
込)

46,000円(税別)

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C05EW1

シャープ
HDD内蔵BDレコーダー
2B-C05EW1
●500GB  HDD
　ダブルチューナー搭載

47,300円

(

税
込)

43,000円(税別)

シャープ
4Kレコーダー
4B-C60ET3

シャープ
4Kレコーダー
4B-C60ET3

176,000円

(

税
込)

160,000円(税別)

●4Kチューナー内蔵モデル
　6TB  HDD搭載
●「新4K衛星放送」2番組を
　含む3番組同時録画

シャープ
4Kレコーダー
4B-C40ET3

シャープ
4Kレコーダー
4B-C40ET3

132,000円

(

税
込)

120,000円(税別)

●4Kチューナー内蔵モデル
　4TB  HDD搭載
●「新4K衛星放送」2番組を
　含む3番組同時録画

シャープ
4Kレコーダー
4B-C40EW3

シャープ
4Kレコーダー
4B-C40EW3

126,500円
(

税
込)

115,000円(税別)

●4Kチューナー内蔵モデル
　4TB  HDD搭載
●「新4K衛星放送」2番組を
　含む2番組同時録画

シャープ
4Kレコーダー
4B-C20ET3

シャープ
4Kレコーダー
4B-C20ET3

103,400円

(

税
込)

94,000円(税別)

●4Kチューナー内蔵モデル
　2TB  HDD搭載
●「新4K衛星放送」2番組を
　含む3番組同時録画

シャープ
4Kレコーダー
4B-C20EW3

シャープ
4Kレコーダー
4B-C20EW3

99,000円

(

税
込)

90,000円(税別)

●4Kチューナー内蔵モデル
　2TB  HDD搭載
●「新4K衛星放送」2番組を
　含む2番組同時録画

シャープ
4Kレコーダー
4B-C10EW3

シャープ
4Kレコーダー
4B-C10EW3

91,300円

(

税
込)

83,000円(税別)

●4Kチューナー内蔵モデル
　1TB  HDD搭載
●「新4K衛星放送」2番組を
　含む2番組同時録画

パナソニック
4Kレコーダー
DMR-4SE102

パナソニック
4Kレコーダー
DMR-4SE102

64,900円

(

税
込)

59,000円(税別)

●4Kチューナー内蔵モデル
　1TB  HDD搭載
●「新4K衛星放送」1番組を
　含む3番組同時録画

https://jp.sharp/bd/products/4bet3/
https://jp.sharp/bd/products/4bew3/
https://jp.sharp/bd/products/4bet3/
https://jp.sharp/bd/products/4bet3/
https://jp.sharp/bd/products/4bew3/
https://jp.sharp/bd/products/4bew3/
https://jp.sharp/bd/products/2bet1/
https://jp.sharp/bd/products/2bew1/
https://jp.sharp/bd/products/2bet1/
https://jp.sharp/bd/products/2bew2/
https://jp.sharp/soundpartner/products/anwsp1/
https://jp.sharp/bd/products/2bew1/
https://panasonic.jp/radio/p-db/RF-U156.html
https://jp.sharp/bd/products/2bew1/
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-4SE102.html


※画像をクリックするとメーカー商品ページにジャンプします。

1月度AV関連画像一覧　さかい電機価格（税込）
5/5♪テレビ 4♪

ドウシシャ
32V型液晶テレビ
OL32WD300

28,000円(税別)
30,800円

(

税
込)

幅73.2×奥行22.9×高さ48.8cｍ(スタンド含む)幅73.2×奥行22.9×高さ48.8cｍ(スタンド含む)

●リモコンボタンひとつで、ブルーライト
　(可視域青色光)を軽減できます。
●リモコンボタンひとつで、ブルーライト
　(可視域青色光)を軽減できます。

92,000円(税別)

幅112.6×奥行25.3×高さ73.9cｍ(スタンド含む)幅112.6×奥行25.3×高さ73.9cｍ(スタンド含む)

●新4K衛星放送もネット動画も明るく、
 　色鮮やかな映像で楽しめる
●新4K衛星放送もネット動画も明るく、
 　色鮮やかな映像で楽しめる

円

(

税
込)

シャープ
50V型4K液晶テレビ
4T-C50CL1

101,200

2020年モデル

ブラザー
複合機プリンター
MFC-J739DN

ブラザー
複合機プリンター
MFC-J739DN

34,980円

(

税
込)

31,800円(税別)

●プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
　電話機付き複合機エントリーモデル

●ハイコントラスト映像と
　360立体音響サウンドシステム＋を搭載
●ハイコントラスト映像と
　360立体音響サウンドシステム＋を搭載

幅144.8×奥行34.8×高さ91.6cｍ(スタンド含む)幅144.8×奥行34.8×高さ91.6cｍ(スタンド含む)

480,000円(税別)
円

(

税
込)

パナソニック
65V型4K有機ELテレビ
TH-65LZ2000

528,000

https://panasonic.jp/viera/products/lz2000.html
https://jp.sharp/aquos/products/cl1/
https://doshisha-orion.com/basicroom/
https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj739dn/index.aspx



