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株式会社ドン・キホーテは、プライベートブランド「情熱価格」より、スケルトン・テレビの

復刻版『『『『DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー内蔵内蔵内蔵内蔵    13.313.313.313.3 型地型地型地型地デジデジデジデジ&&&&ワンセグワンセグワンセグワンセグ LEDLEDLEDLED 液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビ』』』』17,50017,50017,50017,500 円円円円（（（（税込税込税込税込））））及び

『『『『フルセグチューナーフルセグチューナーフルセグチューナーフルセグチューナー内蔵内蔵内蔵内蔵    高精細高精細高精細高精細 9999 型型型型ポータブルポータブルポータブルポータブル DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー』』』』16,50016,50016,50016,500 円円円円（（（（税込税込税込税込））））を、全国

のドン・キホーテグループ店舗（一部店舗を除く）にて、発売を開始しました。 

    

『『『『DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー内蔵内蔵内蔵内蔵    13.313.313.313.3 型地型地型地型地デジデジデジデジ&&&&ワンセグワンセグワンセグワンセグ LEDLEDLEDLED 液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビ』』』』は、2010 年 5 月の発売以来、 

“透けてるボディ”が話題を呼び、大好評のうちに完売となったスケルトン・テレビの復刻版で

す。前作の再販売を求めるお客さまの声にお応えし、新たに改良を加えた新モデルとなります。 

電波状況に合わせ、地デジとワンセグが自動で切り替わるチューナーを新たに搭載。付属のロ

ッドアンテナで、アンテナコンセントの位置を気にせず、お好きな場所でテレビ放送をお楽しみ

頂けます※。また、リモコンもこだわりのスケルトンデザインに統一しました。 

他には無い個性的デザインのスケルトン・テレビは、昔懐かしいレトロ感が漂い、ポップでカ

ジュアルな空間にマッチします。充実の機能を備えながらも 17,500 円とお求めやすく、お子様部

屋やキッチン用として、また、春から新生活を始める新社会人や学生の方にもお薦めの商品です。 

 

『『『『フルセグチューナーフルセグチューナーフルセグチューナーフルセグチューナー内蔵内蔵内蔵内蔵    高精細高精細高精細高精細 9999 型型型型ポータブルポータブルポータブルポータブル DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー』』』』は、高級感のあるブラッ

クのスケルトン・ボディと 800×480 ピクセルの高精細デジタルパネルを採用しました。 

電波状況に合わせ、地デジとワンセグが自動で切り替わるチューナーを搭載。DVD の再生はも

ちろん、付属のロッドアンテナで、外出先やドライブ中など様々なシーンで小型テレビとしても

お使い頂けます※。 

PB「情熱価格」は、お客さまの声を元に、デザインや機能・性能を追求し、他にはない製品を

お求め安い価格で提供してまいります。今後も「情熱価格」にどうぞご期待ください。 

※ロッドアンテナ使用時は電波が受信できる場所でのみ視聴可能です。電波が弱く受信できない場合は、市販のアン

テナ線をテレビコンセントとつないで視聴することもできます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドンドンドンドン・・・・キホーテグループキホーテグループキホーテグループキホーテグループＰＢ「ＰＢ「ＰＢ「ＰＢ「情熱価格情熱価格情熱価格情熱価格」」」」よりよりよりより    

ごごごご要望要望要望要望にににに応応応応えてえてえてえて““““スケルトンスケルトンスケルトンスケルトン・・・・テレビテレビテレビテレビ””””再登場再登場再登場再登場！！！！    

機能充実『DVD プレイヤー内蔵 13.3 型地デジ&ワンセグ LED 液晶テレビ』 

 『フルセグチューナー内蔵 高精細 9 型ポータブル DVD プレイヤー』新発売 

『『『『DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー内蔵内蔵内蔵内蔵 13.313.313.313.3 型地型地型地型地デジデジデジデジ＆＆＆＆    

ワンセグワンセグワンセグワンセグ LEDLEDLEDLED 液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビ』』』』 

『『『『フルセグチューナーフルセグチューナーフルセグチューナーフルセグチューナー内蔵内蔵内蔵内蔵        

高精細高精細高精細高精細 9999 型型型型ポータブルポータブルポータブルポータブル DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー』』』』 



 

    

■ 『DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー内蔵内蔵内蔵内蔵    13.313.313.313.3 型地型地型地型地デジデジデジデジ&&&&ワンセグワンセグワンセグワンセグ LEDLEDLEDLED 液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビ』  

 

価格価格価格価格    17,50017,50017,50017,500 円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

特特特特徴徴徴徴    ■ スケルトンボディスケルトンボディスケルトンボディスケルトンボディ・・・・・・・・・・・・何度何度何度何度もももも改良改良改良改良をををを重重重重ねたこだわりのねたこだわりのねたこだわりのねたこだわりのスケルトンデザインスケルトンデザインスケルトンデザインスケルトンデザイン。。。。    

■ 地地地地デジデジデジデジ&&&&ワンセグテレビワンセグテレビワンセグテレビワンセグテレビ・・・・・・・・・・・・吸盤吸盤吸盤吸盤ととととマグネットマグネットマグネットマグネットのののの 2222ＷＡＹＷＡＹＷＡＹＷＡＹでででで固定固定固定固定できるできるできるできるロッドアロッドアロッドアロッドア

ンテナンテナンテナンテナをををを付属付属付属付属。。。。地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送ととととワンセグワンセグワンセグワンセグ放送放送放送放送のののの両方両方両方両方をををを受信受信受信受信可能可能可能可能。。。。電波電波電波電波のののの状況状況状況状況にににに

合合合合わせわせわせわせ、、、、地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送ととととワンセグワンセグワンセグワンセグ放送放送放送放送がががが自動自動自動自動でででで切切切切りりりり替替替替わりますわりますわりますわります。。。。※※※※ロッドアンロッドアンロッドアンロッドアン

テテテテナナナナ使用時使用時使用時使用時はははは電波電波電波電波がががが受信受信受信受信できるできるできるできる場所場所場所場所でのみでのみでのみでのみ視聴可能視聴可能視聴可能視聴可能。。。。（（（（市販市販市販市販ののののアンテナアンテナアンテナアンテナ線線線線もももも接続可接続可接続可接続可

能能能能））））    

■ DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー内蔵内蔵内蔵内蔵・・・・・・・・・・・・テレビテレビテレビテレビ視聴視聴視聴視聴のほかのほかのほかのほか、、、、DVDDVDDVDDVD のののの映画映画映画映画ややややドラマドラマドラマドラマもももも楽楽楽楽しめますしめますしめますしめます。。。。    

■ LEDLEDLEDLED バックライトモニターバックライトモニターバックライトモニターバックライトモニター・・・・・・・・・・・・LEDLEDLEDLED バックライトバックライトバックライトバックライトのののの省省省省エネパネルエネパネルエネパネルエネパネル搭載搭載搭載搭載ですですですです。。。。    

■ 2.5W+2.5W2.5W+2.5W2.5W+2.5W2.5W+2.5W ステレオスピーカーステレオスピーカーステレオスピーカーステレオスピーカー・・・・・・・・・・・・前面設置前面設置前面設置前面設置のののの 2.5W+2.5W2.5W+2.5W2.5W+2.5W2.5W+2.5W ステレオスピーカーステレオスピーカーステレオスピーカーステレオスピーカーでででで

クリアクリアクリアクリアななななサウンドサウンドサウンドサウンドをををを楽楽楽楽しめますしめますしめますしめます。。。。    

■ USBUSBUSBUSB メモリメモリメモリメモリ&SD&SD&SD&SD カードカードカードカード再生可能再生可能再生可能再生可能・・・・・・・・・・・・USBUSBUSBUSB メモリメモリメモリメモリやややや SDSDSDSD カードカードカードカードにににに保存保存保存保存したしたしたした画像画像画像画像やややや音楽音楽音楽音楽

もももも楽楽楽楽しめますしめますしめますしめます。（。（。（。（画像画像画像画像ファイルファイルファイルファイル：：：：JPGJPGJPGJPG、、、、音楽音楽音楽音楽ファイルファイルファイルファイル：：：：MP3MP3MP3MP3、、、、WMAWMAWMAWMA））））    

■ リモコンリモコンリモコンリモコン付付付付・・・・・・・・・・・・ボディボディボディボディとととと同同同同じじじじスケルトンスケルトンスケルトンスケルトンののののリモコンリモコンリモコンリモコンをををを付属付属付属付属。。。。    

    

■■■■製品製品製品製品仕様仕様仕様仕様        

品名 DVD プレーヤー内蔵 13.3V 型地デジ＆ワンセグ LED 液晶テレビ 

品番  LC-133HD100 

本体色        スケルトンホワイト 

電源 AC アダプター 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC12V 2A 

消費電力（待機電力） 24W（1.2W）  

年間消費電力 48kWh/年 

出力端子 イヤホン端子 

入力端子 

外部入力端子、PC 音声入力端子、VGA 入力端子、 

HDMI 端子×2、SD カードスロット 

対応ディスク DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW 

液晶画面 13.3 型 ワイド液晶モニター 

液晶画面画素数 横 1366 ピクセル×縦 768 ピクセル 

許容温度範囲 5～35℃ 

信号方式 NTSC 

受信周波数 UHF 放送 13～62ch ※ワンセグ放送対応 

スピーカー最大出力 2.5W+2.5W 

リモコン電源 単 4 形乾電池×2 

リモコン到達距離 3m 以内（本体リモコン受光部正面から） 

本体寸法  約 345mm（W）×256mm（H）×65mm（D） 

本体質量 約 2.5Kg 

付属品 

リモコン、単 4 形乾電池×2（リモコン動作確認用）、AC アダプター、 

AV ケーブル、ロッドアンテナ、アンテナ用吸盤、miniB-CAS カード、 

取扱説明書、保証書 

製造国 中国 

※ 製品改善のため予告なく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。 

       

 

付属ハンドル リモコン アンテナ 側面 



 

    

■ 『フルセグチューナーフルセグチューナーフルセグチューナーフルセグチューナー内蔵内蔵内蔵内蔵    高精細高精細高精細高精細 9999 型型型型ポータブルポータブルポータブルポータブル DVDDVDDVDDVD プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー』 

 

価格価格価格価格    16,50016,50016,50016,500 円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

特徴特徴特徴特徴    ■ スケルトンボディスケルトンボディスケルトンボディスケルトンボディ・・・・・・・・・・・・個性的個性的個性的個性的でででで高級感高級感高級感高級感のあるのあるのあるのあるブラックブラックブラックブラックののののスケルトンカラースケルトンカラースケルトンカラースケルトンカラーをををを採用採用採用採用。。。。    

■ フルセグフルセグフルセグフルセグチューナーチューナーチューナーチューナー内蔵内蔵内蔵内蔵・・・・・・・・・・・・800800800800××××480480480480 ピクセルピクセルピクセルピクセルのののの高精細高精細高精細高精細デジタルパネルデジタルパネルデジタルパネルデジタルパネル。。。。吸盤吸盤吸盤吸盤

ととととマグネットマグネットマグネットマグネットのののの 2222ＷＡＹＷＡＹＷＡＹＷＡＹでででで固定固定固定固定できるできるできるできるロッドアンテナロッドアンテナロッドアンテナロッドアンテナをををを付属付属付属付属。。。。地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送とととと

ワンセグワンセグワンセグワンセグ放送放送放送放送のののの両方両方両方両方をををを視聴視聴視聴視聴可能可能可能可能。。。。電波電波電波電波のののの状況状況状況状況にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送ととととワンセワンセワンセワンセ

ググググ放送放送放送放送がががが自動自動自動自動切切切切替替替替。。。。※ロッドアンテナ使用時は電波が受信できる場所でのみ視聴可能。（（（（市市市市

販販販販ののののアンテナアンテナアンテナアンテナ線線線線もももも接続可能接続可能接続可能接続可能））））    

■ 車載用車載用車載用車載用バッグバッグバッグバッグ付属付属付属付属・・・・・・・・・・・・車載用車載用車載用車載用バッグバッグバッグバッグをををを使使使使えばえばえばえば車内車内車内車内でででで視聴視聴視聴視聴できできできでき、、、、持持持持ちちちち運運運運びにもびにもびにもびにも便利便利便利便利。。。。    

■ 3WAY3WAY3WAY3WAY 電源電源電源電源・・・・・・・・・・・・ACACACAC アダプターアダプターアダプターアダプター、、、、シガーソケットシガーソケットシガーソケットシガーソケット、、、、内蔵内蔵内蔵内蔵バッテリーバッテリーバッテリーバッテリーのののの 3333 電源電源電源電源にににに対応対応対応対応。。。。    

■ 回転回転回転回転・・・・反転反転反転反転モニターモニターモニターモニター・・・・・・・・・・・・モニターモニターモニターモニターがががが回転回転回転回転・・・・反転反転反転反転するのでするのでするのでするので、、、、様様様様々々々々ななななシーンシーンシーンシーンでのでのでのでの視聴視聴視聴視聴

がががが可能可能可能可能。。。。折折折折りたたんだりたたんだりたたんだりたたんだ状態状態状態状態でもでもでもでも視聴視聴視聴視聴できますできますできますできます。。。。    

■ USBUSBUSBUSB メモリメモリメモリメモリ&SD&SD&SD&SD カードカードカードカード対応対応対応対応・・・・・・・・・・・・USBUSBUSBUSB メモリメモリメモリメモリやややや SDSDSDSD カードカードカードカードにににに保存保存保存保存したしたしたした画像画像画像画像やややや音楽音楽音楽音楽もももも楽楽楽楽

しめますしめますしめますしめます。（。（。（。（画像画像画像画像ファイルファイルファイルファイル：：：：JPGJPGJPGJPG、、、、音楽音楽音楽音楽ファイルファイルファイルファイル：：：：MP3MP3MP3MP3、、、、WMAWMAWMAWMA））））    またまたまたまた、、、、CDCDCDCD リッピンリッピンリッピンリッピン

ググググ機能機能機能機能もももも搭載搭載搭載搭載しているのでしているのでしているのでしているので、、、、CDCDCDCD のののの音声音声音声音声データデータデータデータなどをなどをなどをなどをファイルファイルファイルファイル形式形式形式形式にににに変換変換変換変換できできできでき、、、、USBUSBUSBUSB

メモリメモリメモリメモリやややや SDSDSDSD カードカードカードカードにににに保存保存保存保存してしてしてしてパソコンパソコンパソコンパソコン等等等等でおでおでおでお楽楽楽楽しみいただけますしみいただけますしみいただけますしみいただけます。。。。    

■ リモコンリモコンリモコンリモコン付付付付・・・・・・・・・・・・ブラックカラーブラックカラーブラックカラーブラックカラーののののリモコンリモコンリモコンリモコンをををを付属付属付属付属。。。。    

 

■製品仕様  

品名 

フルセグチューナー内蔵 

高精細 9 型ポータブル DVD プレーヤー 

型番  WS-PD0901-SB 

本体色       スケルトンブラック 

専用 AC アダプター 

 入力：AC100V 50/60Hz  出力：DC9V/1.5A 

専用カーアダプター 

 入力：DC12V  出力：DC9V/1.5A 電源  

リチウムイオンバッテリー 

 充電時間：約 4 時間 

 連続再生時間：DVD 最長約 2.5 時間 , TV 最長約 2 時間 

消費電力   12Ｗ 

接続端子 

アンテナ入力端子,USB ポート,SD/MMC/MS カードスロット, 

miniB-CAS カードスロット,ヘッドフォン出力端子, 

AV 出力端子,電源入力端子 

対応ディスク 

DVD/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/ 

CD/CD-R/CD-RW 

対応メモリ USB/SD/MMC 

対応フォーマット MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2  

液晶画面 9 型ワイド TFT 液晶 

解像度 800×480 ピクセル 

動作温度範囲  0〜35 度 

付属品  

専用リモコン,リモコン用ボタン電池,ロッドアンテナ,AV ケーブル,同軸

変換アダプター,シガーソケットアダプター,AC アダプター,車載用バッ

グ,インナーステレオヘッドホン,取扱説明書,保証書 

本体寸法 W240×D181×H42mm 

本体重量 約 1kg 

※ 製品改善のため予告なく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。 

 

■一般の方のお問合せ先 

情熱価格 お客様相談センター 

【電 話】0120-044-533  

または、当社 HP〈http://www.donki.com〉の「ご意

見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。 

■報道関係の方のお問合せ先 

株式会社ドン・キホーテ 広報室 

【電 話】03-5725-7666 

【E-mail】pr@donki.co.jp 

  


