
このカタログの内容は2022年4月現在のものです。

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連するお客様の個人情報を、当社グループ会社、東芝家電製品関連各社や協力会社に提供する場合があります。
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お買上げは親切とサービスをお届けする当店で
〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
　または、上記の「東芝テレビご相談センター」におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン･仕様･補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物･使い方･修理のご相談は「東芝テレビご相談センター」

［FAXからのご利用は］

03-3258-0470 （通信料:有料）

◎IP電話などからフリーダイヤルサービスを
ご利用いただけない場合は、

03-6830-1048（通話料:有料）

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

［携帯電話からのご利用は］

0570-05-5100 （通話料:有料）

［一般回線・PHSからのご利用は］

0120-97-9674
クナン クローナシ

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、
使用済み商品の引き取り費用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。

www.regza .com

形名 65X9900L 55X9900L 75Z875L 65Z875L 55Z870L

画面寸法（幅×高さ／対角） 142.8×80.4cm ／
163.9cm

121.0×68.0cm ／
138.8cm

165.0×92.8cm ／
189.3cm

142.8×80.4cm ／
163.9cm

121.0×68.0cm ／
138.8cm

外形寸法（幅×高さ×奥行） 145.2×86.8×33.6cm 123.2×74.3×31.3cm 167.4×99.6×38.6cm 145.2×86.8×32.9cm 123.3×74.2×31.3cm
質量（スタンド含む） 29.5kg 21.5kg 40.0kg 29.5kg 21.5kg
画素数（水平×垂直） 3840×2160
チューナー 新4K衛星放送×2 ／ 地上デジタル（CATVパススルー対応）×9 ／ BS・110度CSデジタル×3
音声実用最大出力（JEITA） 90W 90W 70W 70W 70W

スピーカー

フルレンジ：2個
ツィーター：2個

サイドツィーター：2個
トップツィーター：2個

ウーファー：1個
スクリーンスピーカー：1個

フルレンジ：2個
ツィーター：2個

サイドツィーター：2個
トップツィーター：2個

ウーファー：1個
スクリーンスピーカー：1個

フルレンジ：2個
ツィーター：2個

トップツィーター：2個
ウーファー：1個

フルレンジ：2個
ツィーター：2個

トップツィーター：2個
ウーファー：1個

フルレンジ：2個
ツィーター：2個

トップツィーター：2個
ウーファー：1個

端子 HDMI®入力×4（オーディオリターンチャンネル＊1）／ビデオ入力＊2（映像×1、音声×1［L・R］）／
光デジタル音声出力×1／LAN×1／USB×4（タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1）／ヘッドホン×1

HDMI®2.1規格対応機能 4K120P＊3／VRR＊3／eARC＊1／ALLM
消費電力（リモコン待機時/機能動作時） 542W（0.5W/25W） 403W（0.5W/25W） 403W（0.5W/26W） 320W（0.5W/26W） 249W（0.5W/26W）

年間消費電力量・省エネ基準達成率 316kWh/年 72％ 244kWh/年 65％ 307kWh/年 56％ 267kWh/年 55％ 213kWh/年 57％

●当社製品について ※当社はテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。ただし、場合により、補修に代えて補修額に相当する金額にて他のテレビに交換をお願いする場合がありますので、ご了承願います。※当社製テレビには、製造番号を
表示しています。お買い上げの際には製品本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。またお買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●USBハードディスクについて ※１台のUSBハードディスク
に録画可能な録画番組数は、USBハードディスクの残量に関わらず3000です。※テレビの修理にともない、USBハードディスクに記録されているデータの読み出しができなくなり、初期化が必要になる場合があります。※USBハードディスクは専用のACアダプ
ターを接続してご使用ください。※ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビでしか再生できません（同じ形名のほかのテレビでも再生できません）。●動画配信サービスについて ※ご利用には、（FTTH、CATV、ADSLなどの）ブロードバンド接続環境が
必要です。※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。※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。※天災、システム障害、ネットワーク混雑状況その他の事由により、ご利用
できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※動画配信サービスの録画には対応していません。※各動画配信サービスのサービス名称およびサービスの内容は、予告なく変更・終了する場合があります。※それぞれのサービスのご利用、視聴には
契約・利用料などが別途必要な場合があります。※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間／18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。※省エネ基準達成率表示のご注意：
2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいた
だきますようお願いいたします。※音声出力表示はJEITA（社団法人 電子情報技術産業協会）で定めた測定法に基づいて測定したものです。※有機ELパネルは、採用している材料の特性上、長時間利用したとき、画素ごとに輝度差が生じる「焼き付き」が起こること
があります。有機ELレグザは焼き付きを低減するための機能を搭載しています。※液晶テレビは微細な画素の集合で表示しており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯する画素などがありますので、あらかじめご了承ください。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面中の写真・数字はハメコミ合成です。※外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※HDMI、High-
Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。※Google、YouTubeは Google LLC の商標です。※この製品はドルビーラボラトリーズからの実施
権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Vision、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision IQ、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。非公開機密著作物。著作権1992-2022年 ドルビーラボ
ラトリーズ。不許複製。※その他、本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。※８K放送の受信には対応しておりません。※録画機能の利用には別売のＵＳＢハードディスクが必要です。

＊1）HDMI®入力端子2のみ対応しています。＊2）ビデオ入力は、市販の4極ミニプラグの映像/音声ケーブルをご使用ください。＊3）HDMI®入力端子１・２のみ対応しています。

①画面寸法（幅×高さ/対角）②質量（スタンド含む/本体のみ）

65X9900L 55X9900L
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111.1

［スタンド外 側 時 ］

［スタンド内 側 時 ］
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55v

88.9

［スタンド外 側 時 ］

［スタンド内 側 時 ］

①142.8×80.4cm／163.9cm ①121.0×68.0cm／138.8cm
②29.5kg／28.5kg ②21.5kg／20.5kg

75Z875L 65Z875L 55Z870L

75v

62.6

［スタンド内 側 時 ］

［スタンド外 側 時 ］

75v

98.1

137.7

167.4

99.6

38.6

7.9

65v

85.7

130.5

145.2

［スタンド外 側 時 ］

65v

96.4

［スタンド内 側 時 ］

86.8

32.9

7.6

74.2

31.3

7.5

55v
73.2

104.3

123.3

［スタンド外 側 時 ］

55v

70.4

［スタンド内 側 時 ］

①165.0×92.8cm／189.3cm ①142.8×80.4cm／163.9cm ①121.0×68.0cm／138.8cm
②40.0kg／39.2kg ②29.5kg／28.5kg ②21.5kg／20.5kg

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成製品は緑色、未達成製品は
黄赤色になります。商品をお選びになる際のご参考にしてください。「達成率」
は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する、省エネルギー基準達成
率を示すものです。

65X9900L

65Z875L



レグザ史上、
最高クラスのモデル誕生

手を伸ばせば触れられるかのような

質感まで表現する映像美。

ライブの迫力もささやく息づかいも再現する

臨場感に満ちたサウンド。

かつてないリアリティの実現を追求する

ふたつのレグザの最高峰がここに。

新たな映像体験の時代へ。

65X9900L 65Z875L

X9900L SERIES l 65X9900L / 55X9900L 75Z875L / 65Z875L / 55Z870LZ875L SERIES/Z870L  l4K有機ELレグザ 4K Mini LED液晶レグザ
タイムシフトマシンタイムシフトマシン

想像を超える高画質、心ゆさぶる高音質
レグザ史上最高クラスの4K有機ELモデル、4K Mini LED 液晶モデルが誕生

21 ※画面・説明写真および説明図はイメージです。

※X9900L/Z875Lシリーズに新エンジンZRαを搭載。55Z870Lには新エンジンZRⅡを搭載しています。



メタルバックカバー

自社開発高冷却
インナープレート新世代有機ELパネル

Mini LED バックライト

広色域量子
ドットシート新開発4K倍速パネル

美肌AIフェイストーンZRα

▶地デジビューティZRⅡ
▶ネット動画ビューティZRⅡ
▶地デジ超解像/4Kビューティ

▶美肌フェイストーンZRⅡ
▶おまかせAIピクチャーZRⅡ
▶36色軸カラーイメージコントロール

AI ナチュラル フォーカス テクノロジー

▶Mini LEDエリアコントロールZRα LEDの点灯エリアを高度に制御しながら映像を補正することで、高輝度
と引き締まった黒を同時に実現。高コントラストな映像を再現します。

Mini LED

仮想細分割

点灯値再生成
点灯値再生成

階調が再現された信号補正後の映像

仮想細分割点灯値生成 高コントラスト映像補正

元の映像

被写体が精細な映像になることで
背景に奥行きと立体感が生まれる

被写体と背景を識別。
それぞれに適応した超解像処理を実施

処理前 処理後

人物の肌の色を補正し、ナチュラルな人物映像にAIで映像から
人物の顔を認識

処理前 処理後

ネット動画に発生する
バンディングノイズ

高画質処理でバンディングノイズを抑制

処理前 処理後

目指すのは想像をはるかに超える感動体験

レグザの哲学、リアリティーを追求した新開発テクノロジー

ワイプ映像も
自然でクリアに

平坦部は
ノイズを抑制

テロップまわりの
モスキートノイズを

抑制
リアルな

精細感を復元 地デジ番組もノイズが気にならない高画質な映像に

55Z870L

ネット動画AIビューティZRα 地デジAIビューティZRα

新開発 Mini LED広色域量子ドット液晶パネル

人間の感性を持ったかのような映像解析能力を備えたレグザ最新のハード
ウェアAIエンジン。ディープニューラルネットワークを駆使して、高ビットの
信号処理と最新の超解像技術を用い、人が見ている世界をより自然な
美しさで再現。圧倒的なテクスチャー再現力で、手を伸ばせば届きそうな
質感や、その場にいるかのような空気感を表現します。

レグザエンジンZRαが、被写体と背景を識別。それぞれに適応した
超解像処理を行うことで、まるで肉眼で見ているような奥行きと立
体感ある映像を描き出し、これまでにない没入感が得られます。

地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送や

ネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化

した新エンジン。

「レグザエンジンZRⅡ」

ネット動画の特性に合わせた高画質処理を行い、コントラスト・精細感をアップする
と同時になめらかに再現。ネット動画特有のノイズを抑制して、テレビならではの大
画面で様々なコンテンツを高画質で快適に楽しむことができます。

リアルタイムに複数回の超解像処理を実施することで、地デジやBS・CS放送などの
さまざまなノイズを低減し、情報番組のテロップなども、ノイズが気にならずに楽しめ
ます。さらに３次元カラーリマスターで色彩を鮮やかに再現します。

広色域量子ドットの採用により、人間が見ている色域の広さに迫る純度の高い色表現を可能にした画期的な
新パネル。バックライトに多くのLEDを緻密に配置しコントロールすることで、従来モデル比約2倍＊の高輝度化
を実現。より鮮やかな映像表現を実現しました。

X9900L／Z875L X9900L／Z875L

ネット動画対応
X9900L／Z875L/55Z870L

新世代 レグザ専用高コントラスト有機ELパネル

新世代有機ELパネルと、新設計の自社開発高冷却インナープレートを採用。レグザ史上
最高輝度を誇る有機ELパネルは、これまでよりも約2割＊の輝度アップを実現し、明るさ
と鮮やかさを増しながら、黒が引き締まった新世代の高画質を実現しています。

X9900L

Z875L/55Z870L

レグザエンジンZRα

AI ナチュラル フォーカス テクノロジー X9900L／Z875L

レグザエンジンZRαが映像の中から人物の顔を探し
て、肌の色がカラーシフトしているか判定。照明など
の影響により不自然に映し出される顔の色をより
自然に描き出します。同時に人物に適切な超解像処理
を行いリアルで立体的に美しく描写することで、表情
のひとつ一つをさらに引き立てます。

美肌AIフェイストーンZRα X9900L／Z875L

輝きと漆黒が描く、
レグザ史上最高の高画質

今までにない色の再現力で、
より鮮やかな映像を映し出す

大画面で楽しむ、
なめらかで高画質なネット動画

いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる

いつもの番組もノイズを
減らしてくっきり見やすく

人間が感じる美しさを
空気感のすみずみまで
再現する、次世代の
ハードウェアAIエンジン

風景をその場で見ているような

リアルな奥行き

ドラマの感動がさらに深まる

自然な人肌表現

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン

X9900L／Z875L

3 4※画面・説明写真および説明図はイメージです。

＊）従来モデル65Z740XSと65Z875Lとの比較

＊）従来モデル65X9400Sと65X9900Lとの比較

※55Z870LはMini LEDエリアコントロールを採用

※「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。© 2022 Disney
※ネット動画のご利用には、（FTTH、CATV、ADSLなどの）ブロードバンド接続が必要です。※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。※その他、詳しくはレグザホームページ［www.regza.com/
regza/］の各製品ごとの動画配信サービスページをご覧ください。

＊）TVerはソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定

＊



2Way
バスレフボックス
メインスピーカー

サイドツィーター

スクリーン
スピーカー

重低音バズーカ

トップツィーター

2Way
バスレフボックス
メインスピーカー

重低音バズーカ

トップツィーター

放送中のニュースもオープニングから 昨日のドラマもいますぐ楽しむ 見たいアニメもすぐ見つかる

さかのぼって番組を見ることができます

映像の世界に引き込まれる、迫力と臨場感に満ちたサウンド 気分やライフスタイルに合わせ、自由に番組を楽しむ

シーン／出演者

好きなアーティストの出演シーンや、ニュース番組の気になるトピックなど、録画番
組の見たいシーンがすぐに見られます。長時間番組の視聴にも便利です。

X9900L／Z875L／55Z870L

見たいシーンだけを選べるから
サクサクと録画した番組が楽しめる

レグザナビ

視聴履歴や予約した番組を集計したデータから、人気の番組がランキングで表示
されるので、みんなが見ている話題の番組を楽しめます。

X9900L／Z875L／55Z870L

放送中の人気番組や昨日よく見られた番組の
ランキングをチェック

地デジ番組を最大6チャンネルまるごと録画。過去番組表から、見逃した番組や録画
し忘れた番組が自由に選べます。見たかった番組はもちろん、知らなかった話題に
も出会え、テレビ視聴がいっそう楽しくなります。

タイムシフトマシン X9900L／Z875L／55Z870L

最新のニュースも
見逃したドラマも楽しめる

重低音立体音響システムXHR

新たに開発した10個のスピーカーを90W＊1のアンプで駆動。センターにもスピーカーを配置して、より
自然な音像が画面から聞こえてきます。さらにリアルな音場空間を再現するハイレゾオーディオ＊2に
対応。迫力のライブ演奏から息づかいまで表現し、サウンドでも深い没入感を味わえます。

CD音源を超える豊富な情報量を持ち、高解像なサウンドを再現するハイレゾ音源に対応。空気感・
音像の立体感などを緻密に再現し、より原音に近い臨場感が楽しめます。

X9900L

10スピーカー×ハイレゾが生む
パワフルかつ繊細な音の世界

始めにジャンプ

始めにジャンプ おまかせ録画

テレビをつけたときやチャンネルを変えたとき。面白そうな番組に出会ったら、いつで
もボタンひとつですぐにオープニングから見られます。

番組のジャンルやお好みのテーマなどを登録しておくだけで、レグザが番組を自動で
録画。見たい番組を見逃すことなく、コレクションすることができます。

X9900L／Z875L／55Z870L

X9900L

Z875L／55Z870LX9900L

X9900L／Z875L／55Z870L

オンエア中の番組も
最初から見られる

過去番組表 ざんまいスマートアクセス

レグザが発するテストトーンを、リモコンのマイクで測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整し、適切な設定で臨場感
あるサウンドを楽しめます。

オーディオキャリブレーション
X9900L／Z875L／55Z870L

部屋の環境に適したサウンドを自動で設定

ハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）とは

あなたの好みに合わせて
レグザが自動で録画

重低音立体音響システムZP

重低音バズーカを含む新たに開発した7個のスピーカーを70W＊のアンプで駆動。トップツイーターが
サラウンド感を高め、いつものリビングが、まるでライブ会場にいるかのような迫力のサウンドに包まれます。

Z875L／55Z870L

ライブ会場の興奮をそのままに
立体的に包み込む迫力のサウンド

＊

65X9900L
65Z875L

65 ※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。
※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。

＊）タイムシフトマシンで録画中の番組に対してのみ動作します。

※おまかせ録画のご利用にはインターネットへの
接続が必要です。

※タイムシフトマシンで録 画 中 の 番 組に対して
のみ動作します。＊1）音声実用最大出力合計値、同時駆動（JEITA）＊2）ハイレゾオーディオを使用するには、設定画面にて切り替えが必要です。

ネット動画/ブルーレイレコーダーなどの外部入力のみ対応。

※当社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に、ハイレゾロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

＊）音声実用最大出力合計値、同時駆動（JEITA）

※全ての番組にシーン情報が用意され
ることを保証するわけではありません。
※シーン／出演者のご利用にはイン
ターネットへの接続が必要です。

※レグザナビのご利用にはインター
ネットへの接続が必要です。

途中から見始めたオンエア中の番組も、
ボタンひとつでオープニングから見られます

見逃した番組も好きな時間に、
ボタンひとつですぐに楽しめます。

番組をジャンルやタレントで自動分類、
好みの番組をすぐに見ることができます。



ネット動画に
発生する

バンディング
ノイズ

高画質処理で
バンディングノイズを抑制

処理前

処理前

処理後

処理後

被写体と背景を識別。
それぞれに適応した
超解像処理を実施

被写体が精細な映像に
なることで背景に奥行きと
立体感が生まれる

タイムシフトマシン4K有機ELレグザ

レグザ有機EL史上、最高の輝度と引き締まった黒

新世代有機ELパネル搭載の
レグザ最高峰モデル

＊）年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間／18.9時間
の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

X9900L

輝きと漆黒が描く、
レグザ史上最高の高画質

風景をその場で見ているような
リアルな奥行き

ドラマの感動がさらに深まる
自然な人肌表現

大画面で楽しむ、
なめらかで高画質なネット動画

10スピーカー×ハイレゾが生む
パワフルかつ繊細な音の世界

最新のニュースも
見逃したドラマも楽しめる

新世代 レグザ専用高コントラスト有機ELパネル AI ナチュラル フォーカス テクノロジー 美肌AIフェイストーンZRα ネット動画AIビューティZRα 重低音立体音響システムXHR タイムシフトマシン

メタルバックカバー

自社開発高冷却
インナープレート新世代有機ＥＬパネル

４Kダブルチューナー内蔵

CT-90498

ネット動画ダイレクトボタン

見たいネット動画がボタンひとつで

新レグザリモコン

65X9900L

人間の感性で表現する
次世代のAIエンジン
》P.3

》P.3 》P.4 》P.4 》P.4 》P.5 》P.6

年間消費電力量 316 kWh／年＊

省エネ基準達成率 72 ％
年間消費電力量 244 kWh／年 ＊

省エネ基準達成率 65 ％

65X9900L 55X9900Lオープン価格 オープン価格65V型 55V型

AIで映像から人物の顔を認識

始めにジャン
プ

過去番組表
ざんまい

人物の肌の色を
補正し、ナチュラルな
人物映像に

87 ※画素数は3840×2160です。※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※録画機能を 利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。



ネット動画に
発生する

バンディング
ノイズ

高画質処理で
バンディングノイズを抑制

処理前 処理後

処理前 処理後

被写体が精細な映像に
なることで背景に奥行きと
立体感が生まれる

被写体と背景を識別。
それぞれに適応した
超解像処理を実施

＊）年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間／18.9時間の待機時間
（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

＊）Z875Lシリーズで採用

＊）Z875Lシリーズで採用
＊）Z875Lシリーズで採用

今までにない色の再現力で、
より鮮やかな映像を映し出す

風景をその場で見ているような
リアルな奥行き

ドラマの感動がさらに深まる
自然な人肌表現

大画面で楽しむ、
なめらかで高画質なネット動画

ライブ会場の興奮をそのままに
立体的に包み込む迫力のサウンド

最新のニュースも
見逃したドラマも楽しめる

新開発 Mini LED広色域量子ドット液晶パネル AI ナチュラル フォーカス テクノロジー* 美肌AIフェイストーンZRα* ネット動画AIビューティZRα* 重低音立体音響システムZP タイムシフトマシン

Mini ＬＥＤバックライト

広色域
量子ドットシート新開発4K倍速液晶パネル

４Kダブルチューナー内蔵

CT-90498

65Z875L

高画質と快適な操作性を
兼ね備えた新世代エンジン

※55Z870Lに搭載※Z875Lに搭載

人間の感性で表現する
次世代のAIエンジン 》P.3 》P.4

》P.3 》P.4 》P.4 》P.4 》P.5 》P.6

圧倒的な高輝度と、鮮明で華やかな色彩

新開発Mini LEDパネル搭載
4K液晶レグザのフラッグシップ

年間消費電力量 307 kWh／年*
省エネ基準達成率 56 ％

年間消費電力量 267 kWh／年*
省エネ基準達成率 55 ％

タイムシフトマシン4K Mini LED液晶レグザ

Z875L 
Z870L 

75Z875L 65Z875Lオープン価格 オープン価格

年間消費電力量 213 kWh／年*
省エネ基準達成率 57 ％

55Z870L オープン価格

75V型 65V型

55V型

AIで映像から人物の顔を認識

ネット動画ダイレクトボタン

見たいネット動画がボタンひとつで

新レグザリモコン

人物の肌の色を
補正し、ナチュラルな
人物映像に

始めにジャン
プ

過去番組表
ざんまい

109 ※画素数は3840×2160です。※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※録画機能を 利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。


