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商品名  地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ ＜レグザ＞   
シリーズ名  Z8X シリーズ  
形 名  84Z8X 65Z8X 58Z8X 

受信チャンネル  ○地上デジタル放送  VHF（1～12ch）､UHF（13～62ch）､CATV（C13～C63）～CATV パススルー

対応   ○BS デジタル放送（000～999）  ○110 度 CS デジタル放送（000～999）  
チューナー  ○地上デジタル×9 ○BS・110 度 CS デジタル×2 

液晶画面  
○84V 型   
IPS 方式倍速 LED パネル  

○65V 型   
VA 方式倍速 LED パネル  

○58V 型   
VA 方式倍速 LED パネル  

○3,840×2,160 画素（水平×垂直） 
高画質映像処理  
システム  レグザエンジン CEVO 4K （レグザエンジンシーボ  4K）  

映 像  

〇シネマ 4K システム ○4K 超解像技術 〇デジタル放送アップコンバートノイズクリア  
〇高解像度シネマモード 〇4K アクティブスキャン 240 〇4K ダイナミック階調補正  
〇4K ゲーム・ターボ 〇4K 写真モード 〇LED エリアコントロール  
○おまかせドンピシャ高画質 3D 〇アニメモード 〇ゴルフモード ○3D 対応  

音 声  

○スピーカー  
フルレンジ 3.5×7.5cm（4 個） バスレフ型 BOX 
 
○音声実用最大出力（JEITA）総合出力  40W（左＋右 20W+20W） 

○スピーカー  
フルレンジ 3.5×7.5cm（2 個） 

バスレフ型 BOX 
○音声実用最大出力（JEITA）  
総合出力  20W(左＋右 10W+10W) 

〇レグザサウンドイコライザー  
レグザリンク・  
シェア  ○DTCP-IP 対応サーバー ○DLNA®認定（DMP/DMR/DMS）注１ ○LAN HDD 再生対応  

レグザリンク・  
コントローラ  ○レグザブルーレイ録画・再生 ○PC コネクト ○オーディオ操作  

レグザリンク・  
ダビング  ○レグザリンク・ダビング（ダビング 10 対応）  

ブロードバンド  
○YouTube Leanback 再生対応 ○Yahoo! JAPAN 対応 ○アクトビラ  ビデオ・フル対応注２  
○ひかり TV対応注３ ○TSUTAYA TV対応注４ ○T’s TVレンタルビデオ対応注５ ○スカパー！オン

デマンド対応 ○もっと TV 対応注６ ○U-NEXT 対応 ○インターネットブラウザ搭載  

入出力端子  

○HDMI®（3840×2160  30P/24P 対応）入力端子 4 端子注７  
〇QFHD 映像入力アダプター（3840×2160 60P 対応  HDMI×4）用拡張端子  1 端子  
○D5 入力端子  1 端子 ○ビデオ入力端子  1 端子（HDMI®アナログ音声入力兼用）  
○光デジタル音声出力端子  1 端子 ○ヘッドホーン端子  1 端子  
○アナログ音声出力（固定 /可変）端子  1 端子  
○SD メモリーカードスロット（SDXC 対応）1 スロット  
○USB 端子  4 端子（タイムシフトハードディスク専用  2、ハブ対応通常録画専用端子、汎用端子）  
○LAN 端子  1 端子 ○miniB-CAS カードスロット  2 スロット  

外形寸法（卓上スタ

ンド含む）  

191.6×45.0×119.5cm 
（幅×奥行き×高さ） 
本体のみ奥行き 7.8cm 

146.3×37.4×94.0cm 
（幅×奥行き×高さ） 
本体のみ奥行き 7.1cm 

130.6×37.4×85.7cm 
（幅×奥行き×高さ） 
本体のみ奥行き 6.9cm 

質量（卓上スタンド

含む）  78.0kg 49.5kg 36.5kg 

消費電力  630W（リモコン待機時 0.3W） 424W（リモコン待機時 0.3W） 264W（リモコン待機時 0.3W）  

年間消費電力量注８ 437kWh/年  317kWh/年  239kWh/年  

主な機能  
 

○タイムシフトマシン注９ ○ざんまいプレイ注９ ○「TimeOn（タイムオン）」サービス対応  
○「ハイブリッドキャスト」対応注１０ ○USB ハードディスク録画注１１  ○地デジ見ながらＷ録注１１   

○長時間録画ハードディスク対応 ○ミニ画面モード 〇高速レグザ番組表  ○週間番組表  
○Ｗマジックチャプター注１１ ○チャプター編集・再生機能注１１  ○連ドラ予約機能注１１  
○ちょっとタイム機能注１１ ○今すぐニュース機能注１１ ○早見早聞注１１  ○録画リスト注１１  
○無線 LAN 内蔵  ○ダブルウィンドウ 2 ○ネットダブルウィンドウ  
○レグザ Apps コネクト対応 ○AVC 動画 /MP4 映像再生 ○MP3、リニア PCM 音楽再生  

注1 DLNA®はDigital Living Network Allianceの登録商標です。  
注2「アクトビラ」に関する詳しい情報はアクトビラのホームページ（http://actvila.jp）をご覧ください。  
注3「ひかりTV」に関する詳しい情報はひかりTV オフィシャルホームページ（http://www.hikaritv.net/）をご覧ください。  
注4「TSUTAYA TV」に関する詳しい情報は「TSUTAYA TV」公式情報サイト（http://tsutaya-tv.jp/）をご覧ください。  



注5「T's TVレンタルビデオ」は、ブロードメディア株式会社が提供するサービスです。詳しい情報は「T's TV」公式サイト

（http://t-s.tv/）をご覧ください。  
注6「もっとTV」に関する詳しい情報はもっとTVのホームページ（http://www.mottotv.jp/）をご覧ください。  
注7 1端子はHDMI®（オーディオリターンチャンネル対応）。  
注8 省エネ法に基づき映像メニュー｢標準｣で測定。  
注9 タイムシフトマシン対応USBハードディスク接続時に対応しています。  

注 10  2013 年 5 月 28 日現在、民生用テレビとして。当社調べ。NHK が 2013 年に開始を予定しているハイブリッドキャス

トの、当初のサービスに対応しています。ハイブリッドキャストサービスの開始に合わせて、放送電波やサーバーダウ
ンロードによる本体のバージョンアップを実施します。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては、対応できな
い場合があります。  

注 11 USB ハードディスク接続時に対応しています。  
 
 
※HDMI は HDMI Licensing LLC の米国及びその他の国における商標あるいは登録商標です。  
※Blu-ray DiscTM（ブルーレイディスク）、Blu-rayTM（ブルーレイ）はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。  
※その他の本文中に記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。  
※各ネットサービスのサービス名称およびサービスの内容は、予告なく変更・終了する場合があります。  
※すべての画像はイメージです。サービスの改良などにより、予告なく変更されることがあります。  
※4K 放送受信チューナーは内蔵していません。  

 

「みどころシーン再生」および「気になるシーンリスト」について  

※シーン情報は、「関東」「東海（静岡県除く）」「関西」地区で放送されている NHK 総合、E テレ（ともに関東の場合は  

「NHK 放送センター」、東海の場合は「NHK 名古屋放送局」、関西の場合は「NHK 大阪放送局」から放送された番組）、 

および民放キー局の地上デジタル放送の番組に対応しています。それ以外の地域では、NHK 総合、E テレ（ともに「NHK 

放送センター」から放送された番組）、および関東の民放キー局で放送されている同時刻放送番組に対応しています。ただし、

番組によっては、本機能が正しく動作しない場合があります。  

※シーン情報は放送終了後、約 2 時間でご利用いただけます。ただし、番組によっては、それ以上かかる場合があります。  

※提供されるシーン情報は目安としてご利用ください。  

※提供されるシーン情報はテレビ放送時点の内容に基づき作成されるもので、新規情報の追加、最新情報への更新・変更・  

改訂および修正には対応していません。  

※表示されるシーンは、各番組情報などを東芝独自の方法で解析した結果に基づき表示されます。番組制作者または提供者の

指定に基づくものではありません。  
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