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SPEC
●画面サイズ：42V型●画素数：1024（水平）×768（垂直）●内
蔵チューナー：地上/BS/110度CSデジタル×2、地上アナログ●
映像入力端子：HDMI2系統、ミニD-SUB15ピン1系統、ビデオ
3系統、S2端子3系統、D4端子3系統●その他端子：デジタル
放送出力1系統、ヘッドホン出力1系統、光デジタル出力1系統、
ビデオコントローラー端子1系統、i.Link2系統、LAN端子1系統、
電話回線1系統、コントロール端子入力1系統/出力1系統、USB
入力端子1系統●サイズ：1040W×679H×115Dmm（スピー
カー取り付け時）●質量：29.0kg●取り扱い：パイオニア

PDP-427HX ￥480,000(税込)

明るさ面で他を圧倒するプラズマテレビ。しかもしっかりした黒階
調性を備え、かつ色合いの自然さが特徴だ。プラズマ特有のノイズも
目立たず、視野角も広く、動画ボケも少ないなど、プラズマならでは
の高画質を主張する。レコーダーホットリンク機能も装備し、使い勝
手も良いのも大きなメリットだろう。軽量なので移動も便利だ。（村瀬）

明るさと黒階調性が魅力の42型プラズマテレビ

PIONEER

SPEC
●画面サイズ：58V型●画素数：1,920×1,080ドット●コントラスト
比：4,000対1●受信チャンネル：地上・BS・110度CSデジタル各
2、地上アナログ2●入力端子：HDMI3、i.Link2、D4端子2、Sビ
デオ2、ビデオ4、アナログ音声（RCA）6、D-Sub15ピン1、ステレオ
ミニ音声1、アンテナ端子●出力端子：モニター1、S2モニター1、
アナログ音声1、光デジタル音声1●その他端子：Irシステム端子、
ヘッドホン/イヤホン1、ファミリーイヤホン1、モジュラー1、LAN1●消
費電力：638W（待機時約0.1W）●サイズ：1454W×918H×99
（下部最大143）Dmm●質量：約64kg●取り扱い：松下電器産業

TH-58PZ600

ホームユース用としてもっともフルHDプラズマらしさを備えたモデ
ル。明るさも十分にあり、ダイナミックで明るい環境でも違和感を覚
えない優れた画質を有する。フルHD新PEAKSドライバー、カラーリ
アリティー技術などが良く反映する。ノイズの浮きもHDオプティマイ
ザー回路で丁寧に作り込まれる。ビエラリンク、SD端子、Tナビなど
総合装備でも代表作らしいモデルである。（村瀬）

フルHD新PEAKSドライバー、カラーリアリティー技術を採用した代表作

PANASONIC

SPEC
●画面サイズ：103V型●画素数：1,920×1,080ドット●コントラスト
比：4,000対1●受信チャンネル：地上・BS・110度CSデジタル各2、
地上アナログ2●入力端子：HDMI3、i.Link2、D4端子2、Sビデオ
3、ビデオ4、アナログ音声（RCA）6、D-Sub15ピン1、ステレオミニ音
声1、アンテナ端子●出力端子：モニター1、S2モニター1、アナログ
音声1、光デジタル音声1●その他端子：Irシステム端子、ヘッドホン/
イヤホン1、ファミリーイヤホン1、モジュラー1、LAN1●消費電力：
1450W（待機時約0.9W●サイズ：2414W×1748H×871Dmm●
質量：約322kg（スタンド含む）●取り扱い：松下電器産業

TH-103PZ600

実用モデルで最大のプラズマテレビ。それもフルHDパネルだ。消費
電力や重さはかなり大きな値。しっかりした場所、電源能力を備えた
ところでないと使用しにくいのが弱点だ。画面横サイズが2.4mもある
からあらかじめスペースを用意する必要もある。映像回路や装備など
はPZ600シリーズと共通でテレビとしての仕様を有する。ただしスピー
カーは別売。もちろん受注生産品である。（村瀬）

世界最大103型のフルHDプラズマテレビ

PANASONIC

SPEC
●パネル：e-ALIS方式 1,920×1,080ドット●輝度：
1,000cd/m2●コントラスト：5,000対1●受信チャンネ
ル：地上/BS/110度デジタル、地上アナログ●HDD：
250GB●入出力端子：HDMI入力2、D4入力2、S2入
力3、ビデオ入力4、モニター出力1、サブウーファー出力
1、i.Link1、光デジタル音声出力1、電話回線接続端子
1、IRコントローラー2、ヘッドホン出力1、LAN端子1●
SD/MMCカードスロット：1●サイズ：1502W×952H×
128Dmm●質量：76kg●取り扱い：日立製作所

W60P-XR10000

同社初のフルHDプラズマテレビ。e-ALIS方式なので明るさも取れ
1000cd/m2を獲得している。ヒストグラム検出の映像エンジンがハイコン
トラストで鮮やかな画質を作り出す。HDDレコーダー内蔵なのも特徴で、
テレビで録画と便利さを強調する。またWoooでLink機能も備えている。穏
やかな素直な階調性も取り柄の1つ。着脱型スピーカーで設置性を考慮し
ている。（村瀬）

e-ALIS方式で明るさを確保した、同社初のフルHDプラズマテレビ

HITACHI

SPEC
●画面サイズ：50V型●画素数：1366×768●スピーカーサイズ：2.3×
10.0cm×2個、ウーハー：φ8cm×2個●実用最大出力（JEITA）：31W●受信
チャンネル：地上・BS・110度CSデジタル各2、地上アナログ2●画面解像度：
1,366×768●コントラスト比：4,000対1●入力端子：HDMI2、i.Link2、D4端
子2、Sビデオ3、ビデオ4、アナログ音声（RCA）6、D-Sub15ピン1、ステレオミ
ニ音声1、アンテナ端子●出力端子：モニター1、S2モニター1、アナログ音声
1、光デジタル音声1●その他端子：Irシステム端子、ヘッドホン/イヤホン1、ファ
ミリーイヤホン1、モジュラー1、LAN1●消費電力：455W（待機時約0.1W）●サ
イズ：1266W×802H×95Dmm●質量：44.0kg●取り扱い：松下電器産業

TH-50PX600

PX600シリーズは06年春モデルである。ビエラリンクを装備したこと
で有名になった。50型はその代表サイズで、画素数は横1366とDVDや
ハイビジョンなどすべてを眺めてもバランスが良い。ここでも新パネ
ルを開発し1366版での最高峰を目指した。もちろんPEAKSドライバー
も新開発である。1080p入力対応のHDMI端子の装備も2系統備えており
接続面も充実だ。（村瀬）

PX600シリーズの代表サイズ、新開発のPEAKSドライバーを採用

PANASONIC

SPEC
●画面サイズ：58V型●受信チャンネル：地上・BS・110度CS
デジタル各2、地上アナログ2●画面解像度：1,366×768●コ
ントラスト比：4,000対1●入力端子：HDMI2、i.Link2、D4端子
2、Sビデオ3、ビデオ4、アナログ音声（RCA）6、D-Sub15ピン
1、ステレオミニ音声1、アンテナ端子●出力端子：モニター1、
S2モニター1、アナログ音声1、光デジタル音声1●その他端
子：Irシステム端子、ヘッドホン/イヤホン1、ファミリーイヤホン1、モ
ジュラー1、LAN1●消費電力：590W●サイズ：1454W×
918H×99Dmm●質量：62.0kg●取り扱い：松下電器産業

TH-58PX600

PX600シリーズの新サイズがこの58型。新シリーズ用としてハイコン
トラスト化を図り、省エネへの対応も行う。新ディープブラックフィ
ルターで明所コントラストを改善する。ここで採用した新PEAKSドラ
イバーは、PZシリーズにつながるベース作りを果たした。そのような
意味ではプラズマテレビの完成度を高めた一作である。明るさ、色の
鮮やかさ、コントラスト感など良くバランスしている。（村瀬）

省エネ対応も行ったPX600シリーズの新サイズ

PANASONIC

SPEC
●画面サイズ：42V型●受信チャンネル：地上・BS・110度CS
デジタル各2、地上アナログ2●画面解像度：1,024×768●コ
ントラスト比：4,000対1●入力端子：HDMI2、i.Link2、D4端子
2、Sビデオ3、ビデオ4、アナログ音声（RCA）6、D-Sub15ピン
1、ステレオミニ音声1、アンテナ端子●出力端子：モニター1、
S2モニター1、アナログ音声1、光デジタル音声1●その他端
子：Irシステム端子、ヘッドホン/イヤホン1、ファミリーイヤホン1、
モジュラー1、LAN1●消費電力：345W●サイズ：1077W×
689H×95Dmm●質量：33.0kg●取り扱い：松下電器産業

TH-42PX600

PX600シリーズの代表モデルの1つ。もっとも量販されるサイズであ
り、フルHD化を迎える前の代表作でもある。ダイナミックな明るさと
コントラスト、それに鮮やかな色表現性はプラズマ画質の向上に貢献
した。価格面で率先してリーズナブルさを主張したところに大きな価
値がありそうだ。しっかりした黒再現性にシアターの画作りを行った
のが好ましい。（村瀬）

鮮やかな色表現性を誇るPXシリーズの代表モデル

PANASONIC

SPEC
●画面サイズ：37V型●受信チャンネル：地上・BS・110度CS
デジタル各2、地上アナログ2●画面解像度：1,024×720●コ
ントラスト比：4,000対1●入力端子：HDMI2、i.Link2、D4端子
2、Sビデオ3、ビデオ4、アナログ音声（RCA）6、D-Sub15ピン
1、ステレオミニ音声1、アンテナ端子●出力端子：モニター1、
S2モニター1、アナログ音声1、光デジタル音声1●その他端
子：Irシステム端子、ヘッドホン/イヤホン1、ファミリーイヤホン1、
モジュラー1、LAN1●消費電力：285W●サイズ：977W×
629H×95Dmm●質量：29.0kg●取り扱い：松下電器産業

TH-37PX600

サイズは現在の標準からすれば小サイズになろう。でも発売時はハ
イCPで人気を博した。同社の最小サイズのプラズマで、画素サイズが
細かくなるだけに工夫を込めている。明るさ、コントラストの改善を
パネル毎に行い、合わせてドライバーも再設計と順調に成長してきた
モデル。コンパクトさ、デジタルダブルチューナー、ビエラリンク、新
リモコン、省エネ化と仕様面でも十分である。（村瀬）

使い勝手に優れる同社最小サイズのモデル

PANASONIC

SPEC
●画面サイズ：52V型●パネル解像度：1,920×1,080
●輝度：450cd/m2●視野角：上下左右178度●コント
ラスト比：1,500対1●受信チャンネル：地上・BS・110
度CSデジタル、地上アナログ●入出力端子：HDMI入
力3、D5入力2、S2入力1、ビデオ入力3、D-Sub15ピ
ン入力1、デジタル放送/ビデオ出力端子1、光デジタ
ル音声出力1ほか●消費電力：329W●サイズ（スタン
ド含む）：1415W×890H×384Dmm●質量（スタンド
含む）：54.0kg●取り扱い：ソニーマーケティング

KDL-52X2500

フルHD画素数を備えた液晶テレビ。ブラビアシリーズでは最大サイ
ズである。またXシリーズは最高クラスに位置しライブカラークリエー
ション、ブラビアエンジンプロ（DRC-MFv2.5）、アドバンストコント
ラストエンハンサー、xvYCC対応などを搭載、持てる技術をすべて投
入している。見映え良く鮮やかな再現性が特徴だ。仕上にカラーバリ
エーションを設けたのも興味深い。（村瀬）

フルHD画素数を備えたブラビア最大サイズのモデル

SONY

SPEC
●画面サイズ：37V型●表示画素数：1920×1080ド
ット●受信チャンネル：VHF、UHF、CATV、地上デ
ジタル、BSデジタル、110度CSデジタル●入出力端
子：HDMI×2、D4入力×1、コンポーネント入力×1、
ビデオ入力×3、Sビデオ入力×2、RGB入力×1、
i.LINK入出力×2、LAN端子×1、光デジタル音声出
力×1●消費電力：220W●サイズ：919W×652H×
121Dmm●質量：23.3kg（スタンド含む）●取り扱
い：日本ビクター

LT-37LH800 

37型のフルHD液晶パネルを使用したテレビ。今のところ高速液晶型
ではない。画作りが特徴で、新ジェネッサによるダイナミックさを残
しつつ、質感描写力の良さも備える。特にリビングで鮮やかにドラマ
や映画を鑑賞するのに向いている。もう1つこだわったのがテレビの音
質。マックスベース機能で薄型テレビではもっとも音の良いテレビの
称号を得た。きき楽機能は高齢者向き。（村瀬）

マックスベース機能搭載で音質面でも高評価を得るモデル

VICTOR

SPEC
●液晶パネル：42V型●駆動方式：TFTアクティブマトリクス駆動方
式●画素数：水平1920×垂直1080●アンテナ入力：VHF/UHF
75Ω不平衡型、BS-IF 75Ω不平衡型、地上デジタル75Ω不平
衡型●スピーカー：6.5cm丸型×4、2.0mm丸型×2●音声実用最
大出力(JEITA)：総合30W(15W+15W)●使用電源：AC100V
50Hz/60Hz●消費電力：262W●年間消費電力：222kWh/年●
接続端子：ビデオ入力×4、S2×2、D4×2、HDMI×2、モニター出
力×1、DVI-I×1、デジタル音声出力（光）×1、i.LINK×2、ヘッドホ
ン端子ほか●サイズ：1032W×126D×632Hmm（ディスプレイ部
のみ）●質量：26.5kg（ディスプレイ部のみ）●取り扱い：シャープ

LC-42GX1W

亀山第2工場で生産された新ブラックASV液晶パネル、それもフルHD
版を使用した主力モデル。動画応答性のよい4msecを実現した。暗い部
屋でのコントラストも、また液晶らしいダイナミックな明るさもあり
使いやすい。視野角にはMPD画素構造で対応し、液晶の弱点を克服し
ている。色再現性も4波長バックライトなので鮮やかである。アクオス
ファミリンクでレコーダーと共用しやすい。（村瀬）

新ブラックASV液晶パネルを採用した同社の主力モデル

SHARP

SPEC
●画面サイズ：37V型●画素数：水平1,920×垂直1,080画素●画面輝度：
450cd/m2●コントラスト：1500対1●視野角：上下176度、左右176度●使
用光源：内部光（蛍光管内蔵）●スピーカー：φ6.5cm×4、φ2.0cm×2●音
声実用最大出力（JEITA）：総合20.0W（10.0W＋10.0W）●チューナー：地上
デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、地上アナログ●入力端子：ビデオ
4、S2映像2、D4映像2、HDMI2、DVI-I1、i.LINK2●出力端子：モニター（S2
端子付き、ビデオ入力4・録画出力端子兼用）、ヘッドホン1、デジタル音声（光）
1●使用電源：AC100V・50/60Hz●消費電力：228W（待機時0.08W）●年
間消費電力：203kwh/年●サイズ：933W×580H×118Dmm（ディスプレイ
部のみ）●質量：約20.5kg（ディスプレイ部のみ）●取り扱い：シャープ

LC-37GX1W

37型のフルHD液晶パネルを使用したモデル。画素構造はMPDなので
視野角も改善、動画応答性も6msecと速い。色再現性も4波長バックラ
イトなので広めだ。アクオスファミリンク対応のHDMI端子を装備し、
デジタルダブルチューナーとの連動性などシステム性への配慮も行き
届く。省エネにも優れ長時間使用も安心で、また軽量でもあり、リビ
ングテレビとして最良の1つ。（村瀬）

アクオスファミリンク対応など配慮されたシステム性が魅力

SHARP

SPEC
●面サイズ：40V型●パネル解像度：1,920×1,080●
輝度：450cd/m2●視野角：上下左右178度 ●コント
ラスト比：1,500対1●●受信チャンネル：地上・BS・110
度CSデジタル、地上アナログ●入出力端子：HDMI入
力3、D5入力2、S2入力1、ビデオ入力3、D-Sub15ピ
ン入力1、デジタル放送/ビデオ出力端子1、光デジタル
音声出力1ほか●消費電力：240W●サイズ（スタンド含
む）：1111W×717H×322Dmm●質量（スタンド含む）：
35.0kg●取り扱い：ソニーマーケティング

KDL-40X2500 

ブラビアシリーズ「X」の主力モデル。高画質ブラビアエンジンプロ
で画質の武装を図り、オリジナルのフルHD液晶パネル、さらにライブ
カラークリエーション、xvYCC対応化など独自性も主張する。液晶テ
レビの画質に一石を投じたことは間違いなく、見映えの良さが家庭用
テレビに不可欠というメッセージを植え付けた。シリーズ毎の差別化
も巧みでシェアアップにも寄与させている。（村瀬）

オリジナルのフルHD液晶パネルなど独自性を主張したモデル

SONY

SPEC
●画面サイズ：42V型●表示画素数：1920×1080ド
ット●受信チャンネル：VHF、UHF、CATV、地上デ
ジタル、BSデジタル、110度CSデジタル●出力端
子：HDMI×2、D4入力×1、コンポーネント入力×1、
ビデオ入力×3、Sビデオ入力×2、RGB入力×1、
i.LINK入出力×2、LAN端子×1、光デジタル音声出
力×1●消費電力：248W●サイズ：1030W×720H×
123Dmm●質量：29.8kg（スタンド含む）●取り扱
い：日本ビクター

LT-42LH800

37型と共通のコンセプトで誕生した42型のフルHD液晶テレビ。もち
ろん新ジェネッサによる映像回路の高画質武装を図る。37型に比べサ
イズが少し大きいだけに画作りも変わるが、迫力感はこちらの方が大
きい。設置スペースが許すならできるだけこちらをお薦めする。マッ
クスベースの低音感も、キャビネット容量などに余裕が出ただけ迫力
感も増している。HDMI端子の装備は両モデル共通。（村瀬）

新ジェネッサによる高画質武装を図った42型

VICTOR

P lasma
TV
43V型以下

THE BEST MODEL

プラズマテレビ（43V型以下）

LCD TV
37V型以上

THE BEST MODEL

液晶テレビ（37V型以上）

￥OPEN（予想実売価格
850,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
6,000,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
950,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
560,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
780,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
450,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
360,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
800,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
350,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
450,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
380,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
450,000円前後）

￥OPEN（予想実売価格
450,000円前後）
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