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自宅での余暇を高品質テレビでより快適に！
ゲオ限定「43 インチ 4K/HDR 対応 液晶テレビ」追加販売決定
～2020 年 4 月 21 日（火）から順次、販売価格は 29,800 円（税抜）～
株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）の
グループ会社、株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：緑川真）は、2020
年 4 月 21 日（火）より、格安 4K 対応テレビ「43 インチ 4K/HDR 対応 液晶テレビ」
（2019 年 11 月 23
日発売）を 3,000 台追加販売します。取り扱いは、ゲオの公式インターネット通販（EC）サイト「ゲオオ
ンラインストア」
（https://ec.geo-online.co.jp/）および全国のゲオショップ 454 店舗です。

＜43 インチ 4K/HDR 対応 液晶テレビ＞

ゲオは、2017 年 12 月より 4K/HDR 対応 液晶テレビの販売を開始しました。現在は、さまざまなメー
カーやサイズの 4K/HDR 対応 液晶テレビを販売しており、これまでのゲオにおける 4K/HDR 対応 液晶
テレビの総販売台数は 2 万台を超え、今後も好調に推移していくと見込んでいます。
今回追加販売する「43 インチ 4K/HDR 対応 液晶テレビ（AX-KH43S）
」
（29,800 円、税抜）は、2019
年 11 月 23 日より 2,000 台の限定販売を行い、約 2 週間で 1,000 台、2020 年 1 月下旬には入荷台数の約
95%の 1,900 台以上を販売し、1 月 29 日には 1,500 台の追加販売を行いました。追加販売開始後も、1 カ
月で約 90%を販売するなど好評な販売実績となりました。再販を希望する声も多く寄せられているため、
この反響を受け、今回の追加販売を決定しました。
ゲオでは今後、
「4K/HDR 対応 液晶テレビ」を中心に、TV 用スピーカーシステムや外付け HDD など
TV 関連商品の販売も強化していきます。
■「43 インチ 4K/HDR 対応 液晶テレビ」商品概要
・商 品 名 ：43 インチ 4K/HDR 対応 液晶テレビ AX-KH43S
・再 販 開 始 日：2020 年 4 月 21 日（火）から順次
・販 売 場 所 ：ゲオオンラインストア、ゲオショップ 454 店舗
※取り扱い店舗は特設サイトにて確認してください。
※天候や交通事情により入荷が遅れる場合があります。入荷状況は各店舗にて確認してください

・販 売 価 格 ：29,800 円（税抜）
・追加販売数量：3,000 台
・ゲオオンライン商品ページ URL（※1）：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g985584201/
・ゲオオンライン特設サイト（※1）
：https://geo-online.co.jp/campaign/special/4ktv.html
※1：該当商品の掲載・再販開始は 2020 年 4 月 21 日（火）からです

本件に関するお問い合わせは下記までお願いします
株式会社ゲオホールディングス 広報室 広報課 担当：大滝
TEL：03-5911-5784
E-mail：geo-pr@geonet.co.jp

【製品特徴】
・4K／HDR 10 規格（※2）対応で、リアルで立体感のある映像を実現
解像度 3840×2160 の高画質で美しさを再現しました。また、HDR（ハイダイナミックレンジ）対応
により、明暗差の大きい映像でも、肉眼で見ているような高品質で美しい映像を表示することができ
ます。
・高視野角
上下左右 178°の広い視野角度を持つ高視野角パネルを採用しました。角度による色やコントラスト
の変化が少なく、横からも上からも、はっきりくっきりと見やすい映像を実現します。
・4K/HDR 対応の HDMI 入力端子を 4 系統装備
4K 対応の HDMI 入力端子 4 ポートすべてが 4K/HDR に対応しています。
ブルーレイディスクレコー
ダーやゲーム機などで 4K 映像が楽しめます。4K 映像の入力と、テレビからブルーレイレコーダーな
どの外部機器のコントロールを可能にする CEC 機能にも対応しています。
・国産映像エンジン搭載+
高性能な LSI により、高速な UI レスポンスを実現する、国産の映像エンジンを搭載しているので、
くっきりと見やすい映像で、映画やゲーム、さまざまなコンテンツが楽しめます。
※2：
「HDR」は「High Dynamic Range」
（ハイダイナミックレンジ）の略で、明暗差の大きい映像でも、肉眼で見ているような高品質で美
しい映像を表現できる映像技術です。
「HDR」にはさまざまな方式があり、
「HDR10」はその中で最もスタンダードなもので、多くの
UHD BD 作品や配信サービス、プレーヤーなどで採用されています

【製品仕様】
画面サイズ（アスペクト比） 43V 型（16：9）
画素数（水平×垂直）
3840×2160
輝
度：250cd/㎡、
コントラスト比：4000：1
映像
視
野
角：左右 178°／上下 178°
応 答 速 度 ：8.5ms
スピーカー
20W（10W+10W）
チューナー
地上デジタル×2 ／ BS・110 度 CS デジタル×2
・アンテナ入力×2（地上デジタル/BS・110 度 CS 放送）
・ビデオ入力（映像入力×1、音声入力（L・R）×1）
・HDMI 入力×4（HDMI Ver2.0a HDCP2.2 対応）
※HDMI 入力 1・3・4 は 4K/HDR/CEC に対応

入力端子

※HDMI 入力 2 は 4K/HDR/ARC/CEC に対応

出力端子
寸法（幅×高さ×奥行）
重量
消費電力
付属品

・データ放送用 LAN 端子×1
・録画用 USB 端子×2（USB2.0×1、USB3.0×1）
・B-CAS カードスロット（miniB-CAS カード用）×1
・光デジタル音声出力×1
・ヘッドホン用 3.5mm 音声出力端子×1
973 ㎜×615 ㎜×207 ㎜（スタンド含む）
約 7.0 ㎏（スタンド含む）
消 費 電 力：96W （待機時：0.3W）
年間消費電力量：89kWh/年
リモコン×1、リモコン用乾電池（単 4 形乾電池×2、動作確認用）
、
miniB-CAS カード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×6、
取扱説明書×1、接続・設定簡単ガイド×1、保証書×1

・保 証 期 間 ：1 年間
・メ ー カ ー 名：株式会社 WIS
・お客様相談窓口：電話 075-582-9696（受付時間：平日 10 時～17 時まで）
以上
本件に関するお問い合わせは下記までお願いします
株式会社ゲオホールディングス 広報室 広報課 担当：大滝
TEL：03-5911-5784
E-mail：geo-pr@geonet.co.jp

