2010 年 12 月 20 日
株式会社ドン・キホーテ

ドン・キホーテグループＰＢ「情熱価格」より

低価格＆エコポイント・地デジ対応 DVD 付きテレビを発売！
～新生活需要に対応したラインナップを拡充～
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、新商品『26 インチ 地
上/BS/110 度 CS デジタル液晶テレビ』37,500 円（税込）、『24 インチ LED 液晶搭載 DVD プレ
ーヤー内蔵 地上デジタル液晶テレビ』32,500 円(税込)を 12 月 22 日に発売。さらにご好評い
ただいているスケルトンシリーズに新色のバリエーションが加わった『13.3 インチ DVD 内蔵地
上デジタルスケルトン液晶テレビ』19,900 円(税込)を追加し 12 月 24 日より、全国のドン・キ
ホーテグループ店舗（一部店舗を除く）にて発売を開始いたします。
これまで｢情熱価格」では、お客様の声を元に、スケルトンボディの液晶テレビや、DVD プレ
ーヤー内蔵の地デジ対応テレビなどを発売し、大変好評を頂いております。引き続き今回発売
する商品は、26 インチ、24 インチ、厚さは共に 2 センチの薄型画面で、シンプルなデザイン性
を追求。さらに省エネエコポイントにも対応した優れた機能性とお求めやすい低価格を実現し
ております。また、人気のスケルトン TV シリーズは新色を追加し、春の新生活需要にもお応
えする選べる楽しいラインナップを拡充しました。

『24 インチ LED 液晶搭載 ＤＶＤプレーヤー内蔵
『26 インチ地上/ＢＳ/ 110 度ＣＳデジタル液晶テレビ』
地上デジタル液晶テレビ』
37,500 円（税込） ＜エコポイント 6000 点＞
32,500 円（税込）＜エコポイント 4000 点＞

商品側面

商品側面

『13.3 インチ DVD 内蔵地上デジタルスケルトン液晶テレビ』19,900 円(税込) ＜エコポイント 4000 点＞

■26 インチ地上/ＢＳ/110 度 CS デジタル液晶テレビ ＜エコポイント 6000 点＞
価格

37,500 円（税込）

特徴

・省エネ達成率 102％(★★★★★)と、優れた省エネ性能を実現。エコポイント 6000
点の対象商品。(※エコポイント発行対象期間は、平成 23 年 3 月 31 日までの購入分
となります。)
・画素数 1920(H)×1080(V)のフルハイビジョンパネルを採用。地デジ放送や外部機器
の映像を高画質で楽しめます。
・どんなインテリアにも合うシンプルなデザインを追及。ピアノブラックのフレーム
に、人気の LED バックライトを搭載。高級感あふれるガラス台座を採用。
・字幕機能、電子番組ガイド(EPG)内蔵、オフタイマーなど便利な多機能。

品名
型番
本体色
テレビチューナー
画面サイズ
（幅×高さ×対角）

画素数
輝度
コントラスト比

入・出力端子

定格電源
定格消費電力
年間消費電力
省エネ達成率
本体寸法
本体重量
付属品

２６インチ地上/ＢＳ/110 度 CS デジタル液晶テレビ
ＬＥ-26ＨＧ99Ｌ
ピアノブラック
地上デジタル、ＢＳ、110 度 CS
580×325×665（㎜）
1920（Ｈ）×1080（Ｖ）
応答速度
5ms
400cd／㎡
視野角（上下／左右）
160°/ 150°
800：1
スピーカー最大出力 10 + 10（W）
【入力端子】
アンテナ入力×2、ビデオ入力×2、ビデオ音声入力×1、Ｓ映像入力×1
Ｓ音声入力×1（ビデオ音声入力と共用）、Ｄ映像入力×1、Ｄ端子・音声入力×
1（ビデオ音声入力と共用）、ＰＣ入力×1、ＰＣ音声入力×1、ＨＤMI 端子×1
【出力端子】ヘッドフォン端子×1
AC100V（50-60Hz）
43W（待機時 0.85W）
71kWh/年
102％
668mm（W）×110mm（D）×486.8mm（H） （スタンド含む）
約 8,400g
取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用電池、 B-CAS カード

■24 インチ LED 液晶搭載 DVD プレーヤー内蔵 地上デジタル液晶テレビ＜エコポイント 4000 点＞
価格

特徴

32,500 円（税込）
・省エネ達成率 106％(★★★★★)と、優れた省エネ性能を実現。エコポイント 4000
点の対象商品。(※エコポイント発行対象期間は、平成 23 年 3 月 31 日までの購入分
となります。)
・高性能フル HD 液晶パネルを搭載し、24 インチながら、本体 40mm という薄さを実現。
LED バックライト搭載により、高い省エネ効率も実現しています。
・本物の厚板ガラスを加工した、高級感あふれるグラストップ・スタンド」を採用。
アイボリーホワイトの格調高いデザインに仕上げました。
・CPRM 対応の DVD プレーヤーを内蔵。地デジ放送の録画 DVD などの再生も可能です。
(※プレーヤーは再生専用で、録画機能はありません。)

品名
型番
本体色
テレビチューナー
画面サイズ
（幅×高さ×対角）

画素数
輝度
コントラスト比
入力端子
電源
定格電力
消費電力(待機電力)
年間消費電力
省エネ達成率
本体寸法
本体重量
使用環境
付属品
梱包寸法
梱包重量

24 インチ LED 液晶搭載 DVD プレーヤー内蔵 地上デジタル液晶テレビ

WS-TV2435DVW
ホワイト
地上デジタル放送 ： ○、CATV パススルー対応：○
地上アナログ放送 ： VHF1～12、UHF13～62、CATV C13～63
23.6 inch
1920 × 1080
応答速度
5ms
300 cd / ㎡
視野角（上下／左右）
170°/ 160°
1000：1
スピーカー最大出力 3.0W x 2
VHF/ UHF アンテナ入力（アナログ・デジタル共用）、映像端子 x 2、
S 映像端子 x 1、音声端子(R/L) x 2、D5 端子 x 1、HDMI 端子 x 1,
PC 端子(D-sub15Pin) x 1、PC 音声入力端子 x 1、
ステレオヘッドホンジャック x 1
AC100-240V （50-60Hz）
最大 60W
37W （0.6W）
65kWh/年
106％ (多段階評価★★★★★)
595mm（W） x 435mm（D） x 160mm（H）
5,600 g (AC アダプター電源のぞく)
温度：0～45℃(結露なきこと)/ 湿度：35～85%(結露なきこと)
電源ケーブル、AC アダプター、リモコン、リモコン用電池(単 3 x 2)、
B-CAS カード、取扱説明書、保証書、コードホルダー、スタンド、
スタンド用ネジ x 4
655mm（W）×505mm（D）×140mm（H）
7,350 g

インディゴスケルトン
色見本

カーキスケルトン
色見本

■13.3 インチ DVD 内蔵地上デジタルスケルトン液晶テレビ ＜エコポイント 4000 点＞
価格

19,900 円（税込）

特徴

・省エネ達成率 150％(★★★★★)と、優れた省エネ性能を実現。エコポイント 4000
点対象。(※エコポイント発行対象期間は、平成 23 年 3 月 31 日までの購入分となりま
す。)
・画素数 1280(H)×800(V)のハイビジョンパネルを採用。地上デジタル放送や外部機器
の映像を高画質でご覧いただけます。
・CPRM 対応の DVD プレーヤーを内蔵。地デジ放送の録画 DVD などの再生も可能です。
(※プレーヤーは再生専用で、録画機能はありません。)
・基本的な入力端子はもちろん、HDMI 端子、D5 入力端子を搭載した充実のインターフ
ェース。PC 入力端子に接続すれば、PC モニターとしても使用可能です。
・省エネ性能に優れた LED バックライトを搭載。環境に配慮した低消費電力設計です。

品名
型番
本体色
テレビチューナー
パネルサイズ
解像度
輝度
コントラスト比
入力端子
電源
定格電力
消費電力（待機電力）
年間消費電力
省エネ達成率
本体寸法
本体重量
使用環境
付属品
梱包寸法
梱包重量
壁掛け

13.3 インチ DVD 内蔵地上デジタルスケルトン液晶テレビ
WS-TV1310DVSKI／WS-TV1310DVSKK
インディゴスケルトン／カーキスケルトン
地上デジタル放送：○、 CATV パススルー対応：○
地上アナログ放送：VHF１～12、UHF13～62、CATV C13～C63
電子番組表（EPG）：○（1 週間分）、 データ放送対応：×
13.3inch
1280×800
応答速度
16ms
275cd／㎡
視野角（標準値）
左右約 90° 上下約 50°
600：１
スピーカー出力
2.5W × 2
VHF/UHF アンテナ入力（アナログ・デジタル共用）、映像端子×1、
S 映像端子×1、音声端子（R/L）×各 1、D5 端子×1、HDMI 端子×1、
PC 端子（D-sub15Pin）×1、PC 音声端子×1、ステレオヘッドホンジャック×1
AC100-240V（50/60Hz）
最大 30W
14.5W（0.5W）
29kWh/年
150％（多段階評価★★★★★） ※2012 度新基準対応
325mm（W）×265mm（H）×90mm（D）
1,700g（AC アダプター電源のぞく）
温度：０～45℃（結露なきこと） / 湿度：35～85％（結露なきこと）
AC アダプター、電源ケーブル、リモコン、B-CAS カード、取扱説明書、
保証書、コードホルダー
400mm（W）×350mm（H）×150mm（D）
2,500g
VESA 規格に準拠

■一般の方のお問合せ先
■報道関係の方のお問合せ先
情熱価格 お客様相談センター
株式会社ドン・キホーテ 広報室
【電 話】0120-044-533
【電 話】03-5725-7666
または、当社HP〈http://www.donki.com〉の「ご意見・ 【E-mail】pr@donki.co.jp
お問い合わせ」フォームをご利用ください。

