
あなたの町の　                  が上手な使い方をご説明しますあなたの町の　                  が上手な使い方をご説明します

1270-0202

※配送の空き状態によって配送できない場合もございます。
※当社の指定機種 ・指定エリアに限ります※詳しくは係員までお尋ね下さい。

エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの配送商品

クレジットカードがご利用いただけます。 配達無料で致します !!無料で致します !!設定 / 設置

標　準

東芝 BS/CS 4K 内蔵タイムシフトマシン有機 EL テレビ

●65X9400

0

６５型

当店
特価 543,000543,000 円

税込価格 597,300円

当店
特価 円

税込価格

●55X9400 5５型

380,600円

346,000346,000
BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵
BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵

新世代有機 EL パネル新世代有機 EL パネル

タイムシフトマシン

＋

＋

テレビがテレビが４Ｋ４Ｋ
Z730XZ730X シリーズシリーズ

Z740XZ740X シリーズ

NEWNEW

重低音バズーカ

＋

＋

●49Z730X 49 型

当店
特価 198,000198,000 円

税込価格 217,800円

●43Z730X 43 型

当店
特価 177,000177,000 円

税込価格 194,700円

●65Z740X ６５型

当店
特価 322,000322,000 円

税込価格 354,200円

●55Z740X 5５型

当店
特価 234,000234,000 円

税込価格 257,400円

東芝 BS/CS 4K 内蔵
タイムシフトマシン
重低音バズーカ液晶
テレビ

４Ｋ液晶レグザの最高峰。
映像をもっとリアルに、
迫真のサウンドを全身で体感できる。

４Ｋ液晶レグザの最高峰。
映像をもっとリアルに、
迫真のサウンドを全身で体感できる。

BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵
BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵

５５
無料無料

年保証年保証

●50M540X 50 型

当店
特価 123,000123,000 円

税込価格 135,300円

●43M540X 43 型

当店
特価100,000100,000 円

税込価格 110,000円

M540XM540X

NEWNEW

東芝 BS/CS 4K 内蔵
液晶テレビ
東芝 BS/CS 4K 内蔵
液晶テレビ

BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵

商品！
ｵｽｽﾒ

●55M540X 55 型

当店
特価 145,000145,000 円

税込価格 159,500円

●65M540X 65 型

当店
特価 189,000189,000 円

税込価格 207,900円

高画質映像を楽しむための基本機能を
備えたベーシック 4K 液晶！
高画質映像を楽しむための基本機能を
備えたベーシック 4K 液晶！

C340XC340Xシリーズ

東芝地デジ / デジタル放送がＷ録画できる

●50C340X 50 型

当店
特価 111,000111,000 円

税込価格 122,100円

●55C340X 55 型

当店
特価 134,000134,000円

税込価格 147,400円

●43C340X 43 型

当店
特価 95,00095,000 円

税込価格 104,500円

おすすめのレグザ、便利機能たくさんのおすすめラインナップおすすめのレグザ、便利機能たくさんのおすすめラインナップ

刻々と変化する視聴環境に合わせ

AI が画質を自動調整

刻々と変化する視聴環境に合わせ

AI が画質を自動調整 タイムシフトマシン

X9400X9400 シリーズシリーズ

有機 EＬパネル採用の次世代高画質テレビ！有機 EＬパネル採用の次世代高画質テレビ！

画質、 音質、 機能、 そのすべてが
REGIZA最高峰！タイムシフトマシン対応
画質、 音質、 機能、 そのすべてが
REGIZA最高峰！タイムシフトマシン対応

X8400X8400 シリーズシリーズ

大きすぎない感動大画面という選択
濃密な映像美、 高画質4Ｋ有機EL
大きすぎない感動大画面という選択
濃密な映像美、 高画質4Ｋ有機EL

有機
E L
有機
E L

東芝 BS/CS 4K 内蔵有機 EL テレビ

BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵
BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵

新世代有機 EL パネル新世代有機 EL パネル

＋

当店
特価 円

税込価格

●48X8400 48 型

279,400円

254,000254,000

当店
特価 円

税込価格

●55X8400 5５型

316,800円

288,000288,000

BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵
BS/CS 4Ｋダブル
チューナー内蔵

５５
無料無料

年保証年保証

ご購入後も安心

カノデンキ
アフターサービス

Z740XZ740X Z730XZ730Xシリーズ シリーズ

●75M540X もございます。

シリーズシリーズ

高精細な 4K 画像を再現！高精細な 4K 画像を再現！ 画質と音にこだわるなら！画質と音にこだわるなら！


