
本新製品ニュース掲載商品の価格には配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済みテレビの引き取りなどの費用は含まれておりません。

パソコンテレビ
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地デジ画質と、リモコンで選ぶなら、地デジ画質と、リモコンで選ぶなら、

26-Xタイプ
テレビ部：LC-26D10-W
パソコン部：PC-AX120S



例えば

録画した番組は画面に一覧表示
リモコンで選んで即再生。

AQUOSのチューナーを使うから、
高画質で録画

※1 当社従来機PC-AX100M、PC-AX50M比
※2 2007年2月15日現在。テレビ・パソコン用リモコンとして

AQUOSの番組表を使って
録画予約が簡単
番組表ボタンでAQUOSの番組表を表示、好みの番組を
選んで、「ファミリンク［2］（i.LⅠNK）予約」を選ぶなど、
簡単な操作で予約ができます。

テレビ部とパソコン部を組み合わせ、合計27タイプから最適なインターネットAQUOSが選べます。

楽しめる、役に立つ
お勧めのホームページを収録。

32-Sタイプ 26-Hタイプ 20-Xタイプ

テレビ録画もインターネットも、リモコン操作でカンタン。 AQUOS高画質で楽しむパソコンテレビ。

ワンタッチで切り替わる
PCメニュー
テレビ画面からワンタッチでパソコン画面に切り
替えられる「ＰＣメニュー」ボタンを装備。このボ
タンを押せば、どんな画面からでも、PCメニュー
画面が表示されます。

テレビを見ていてインターネットで調べたくなった時
ボタン１つでＰＣメニュー画面に変わります。調べた
後は、「テレビ」ボタンで元のテレビ画面に戻れます。

携帯電話方式で文字入力できるから
リモコン操作でインターネット検索できる
PCメニュー画面の右上に、調べたい文字を入れて、即検索できます。

撮った写真を大画面の
スライドショーで楽しむ
デジタルカメラで撮りためた写真を、リモコン操作だけでBGM
つきのスライドショーで楽しめます。パソコン部に接続したプリンタ
で、印刷も可能です。

いつもテレビに向かって操作できる
デュアル方式
テレビの時は赤外線、パソコンの時はRF無線の
デュアル方式なので、インターネットなどパソコン
機能もテレビ画面に向かって操作できます。

ハイビジョン録画 録画もAQUOS高画質。さらに操作もカンタン。 タッチパッドリモコン パソコンもテレビのようにやさしく操作できる P Cメニュー リモコンだけで楽しめる150を超えるWEBサービスを表示

i.LⅠNKデジタル録画ユニット

見ている番組は「録画ボタン」を
押すだけで簡単に録画スタート※

マウスの左右クリック機能

マウスポインターの移動

キーボードもワイヤレス(RF無線方式)
｠｠｠｠｠｠
デジタルテレビ録画ユニット
OS
ＣＰＵ
　
メモリー
ハードディスク
主なソフト

約４００ＧＢ

Core2Duo T5500
（1.66GHz）

1GB
約２５０ＧＢ

約２５０ＧＢ

Celeron M410
（1.46GHz）

512MB
約８０ＧＢ

約２５０ＧＢ

Celeron M410
（1.46GHz）

512MB
約８０ＧＢ

PC-AX120S PC-AX80S PC-AX60S

Windows VistaTM Home Basic（正規版）

－

Xタイプ Hタイプ Sタイプ

●すべてオープン価格

地デジ画 質と、リモコンで選 ぶなら、

ボタン数
約４０％※1削減
（当社従来比）

業界初※2の
タッチパッド
リモコン

32V型 20V型

※その他のAQUOSと接続する場合、ハイビジョン録画など一部の機能が正しく動作しないことがあります。
　詳しくは、インターネットAQUOSホームページ内、サポート情報機種別ページにて順次ご案内します。
　http://i-aquos.sharp.co.jp●本新製品ニュースに掲載の特長はすべて、LC-32D10/26D10/20D10と、PC-AX120S/AX80S/AX60Sの組み合わせにより実現

●ハイビジョン録画機能はすべて、LC-32D10/26D10/20D10と、PC-AX120S/AX80S/AX60Sの組み合わせにより実現

●PC-AX120Sは4月下旬発売予定。

テレビの視聴中でもパソコンの操作中でも、「録画リスト」ボタンを押
せば、録画した番組の番組名、録画日時などがリスト表示されます。
選んだ番組は小さく映像表示されるので再生したい番組がすぐ選べ
ます。また、リモコンのボタン操作で「早送り」や「スキップ」もワン
タッチです。

いま見ているデジタル放送番組を録画したい時には、
ワンボタンの操作でOKです。
ちょっと外出するときでも面倒な操作は要りません。

※パソコン部の電源が入っているか、スリープ状態になっている必要があります。
　パソコン部がスリープ状態の場合は録画が開始されるまで時間がかかる場合があります。

ワンタッチ
録画

i.LⅠNK

パソコン部に内蔵の｢i.LⅠNKデジタル録
画ユニット｣にテレビ部のチューナーで受
信したデジタル放送をそのまま録画。
AQUOSの高画質映像がそのまま録画
できるだけでなく、パソコン部のCPUに
負担をかけないため、録画中のパソコン
操作もスムーズです。

ブロードバンド放送

●パソコンテレビ GyaO

おすすめ/ランキング

●注目ワードや売れ筋、人気の動画など

知る・調べる

●Googleマップ

たずねる・伝える

●教えてgoo

楽しむ

●dima.jp（電子雑誌）c Anchor Publishing All Rights Reserved.

マウスポインターの移動 左クリック機能

「タッチパッド」で
パソコン機能を快適操作
ノートパソコンなどに採用されているタッチパッ
ドと同様の感覚で操作が行えます。

中央部を押す指をすべらせる

26V型
テレビ部※ パソコン部

LC-32D10-B （ブラック系）
LC-32D10-W （ホワイト系）
LC-32D10-R （レッド系） 135kWh/年

年間消費電力量

達成率

148％
LC-20D10-W （ホワイト系）
LC-20D10-R （レッド系）
LC-20D10-B （ブラック系） 79kWh/年

年間消費電力量

達成率

139％
LC-26D10-R （レッド系）
LC-26D10-B （ブラック系）
LC-26D10-W （ホワイト系） 113kWh/年

年間消費電力量

達成率

137％

32V
26V

20V

テ レ ビ も パ ソ コ ン も 美 し い 、液 晶 テ レ ビ A Q U O S 。高画質AQUOS

●明るい部屋でも黒の締まったメリハリのきいた映像が楽しめる、

　1500:1の高コントラスト。（LC-32D10、LC-26D10。LC-20D10は1200：1）

●どの角度から見ても美しい上下･左右176度の広視野角を実現。

●動きの速いシーンもくっきり見やすい高速応答6msec。（LC-32D10、LC-26D10。LC-20D10は8ms）

●光の3原色に「深紅」を加えた4波長バックライトで自然な赤を表現。（LC-32D10） 色再現範囲の狭い例 4波長バックライトシステム



Xタイプ
PC-AX120S

Hタイプ
PC-AX80S

Sタイプ
PC-AX60S

パ
ソ
コ
ン
部

形名

この新製品ニュースは、2007年2月現在のものです。

本　　社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●製品についてのお問い合わせは…

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

TM

●この新製品ニュースは、再生紙を使用しています。
●この新製品ニュースは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。I.200情-024 PC0702

●ご購入の際は、購入年月日・販売店など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。
●商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。このマークが表示されているシャープ製品は、新たな料金のご負担

なしで弊社が収集・運搬・再資源化いたします。申込方法など、詳
細は弊社ホームペーhttp://www.sharp.co.jp/corporate/eco/
recycle/home.htmlをご参照ください。テレビ部は対象外です。

フリーダイヤル

画面サイズ　横×縦／対角（cm）

外形寸法　幅×奥行×高さ（cm）

LC-32D10-B/-W/-R LC-26D10-B/-W/-R LC-20D10-B/-W/-R

■インターネットAQUOSラインアップ・仕様一覧表

テ
レ
ビ
部

質量（kg）
消費電力（待機時）（W）／年間消費電力（kWh/年）※１
液晶パネル／画素数（水平×垂直 画素）
画面輝度（cd/㎡）／コントラスト比※3

サウンド機能
アンプ
出力
スピーカー

チューナー
地上デジタル
BS/110度CSデジタル
UHF/VHF/CATV（C13～C63ch）

接続端子

ＰＣ入力※５
入力端子
出力端子
i.LⅠNK（TS）S400※11

温度条件

外形寸法　幅×奥行×高さ（mm）
質量（kg）
最大消費電力

デジタルテレビ
録画ユニット

インストールOS※15
CPU

メインメモリー

表示機能

記憶機能

カードスロット※21

接続端子

主な付属品（印刷物は除く）

表示／映像／サウンド／その他

汎用
温度/湿度条件

ハードディスクドライブ※12
CD/DVDドライブ

グラフィックアクセラレーター
出力解像度（色数）※19

対応放送波
録画方式
録画機能
ハードディスク容量※12

録画時間※14

入出力端子

地上デジタル放送
BS/110度CSデジタル放送

デジタルアンプ

20V型ワイド（約44.36×24.94／約50.89）

ディスプレイ部＋スタンド部：約53.2×21.7×42.5
ディスプレイ部：約53.2×9.6×37.0

ディスプレイ部＋スタンド部：約7.8、ディスプレイ部：約6.6
約72（約0.14）／約79

デジタルアンプ（1ビット）

●F接栓
●F接栓

●（ミニD-sub 15ピン）

縦置き時：約7.2（スタンド含む）、横置き時：約6.5（スタンド除く）
約95

約400GB※13
HD画質：約50時間、SD画質：約106時間
HD画質：約35時間、SD画質：約106時間

インテル®Core™ 2 DuoプロセッサーT5500（1.66GHz） 

標準1GB（512MB＋512MB、最大2GB※16※17）
（DDR2-533 PC2-4200対応、デュアルチャネル対応）

約250GB（Serial ATA／150）※20

縦置き時：約175×299×354（スタンド含む）、横置き時：約342×299×93（スタンド除く）

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送　※地上アナログ放送の録画はできません。
テレビ部デジタルチューナーからの録画（MPEG2-TS、最大28.3Mbps）

ワンタッチ録画機能、テレビ部EPG予約録画機能　※ムーブ機能、バックアップ機能、編集機能はありません。

i.LⅠNK（4ピン）×1（テレビ部との接続用）
Windows Vista™ Home Basic 正規版 

インテル® 945GM（チップセットに内蔵）
1,360×768、1,024×768、800×600 （すべて最大約1,677万色）

DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM & DVD±R/RWドライブ）（DVD±R 2層書込対応）
SDメモリーカード／メモリースティック／xD-ピクチャーカード

10～35℃／20～80％（非結露）
USB（USB2.0準拠）×4、ⅠEEE1394（4ピン）※23×1

マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×１、ライン出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×１、ヘッドホン出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×１、デジタル音声出力（光）（角型）×１、
ディスプレイ出力（DVⅠ-Ⅰ 29ピン、HDCP対応）×１、テレビ／パソコン連携端子（RS-232C、D-Sub 9ピン）※22×１、LAN端子（1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T）×１

リモコン、縦置き用スタンド（取り付けスクリュー含む）、ワイヤレスキーボード、単3形乾電池×4、テレビ/パソコン連携ケーブル、PC映像ケーブル（DVⅠ⇔ミニD-sub）、PC音声ケーブル（φ3.5mmステレオミニ⇔φ3.5mmステレオミニ）、
ACアダプター、電源コード、i.LⅠNKケーブル、Office2007パック（PC-AX80S／AX120S）等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD/DVD は付属しておりません）

約70

約250GB※13
HD画質：約31時間、SD画質：約67時間
HD画質：約22時間、SD画質：約67時間

約80GB（Serial ATA／150）※20

標準512MB（最大2GB※16※18）（DDR2-533 PC2-4200対応）

インテル®Celeron® Mプロセッサー410（1.46GHz）

縦置き時：約7.1（スタンド含む）、横置き時：約6.4（スタンド除く）

26V型ワイド（約56.5×31.8／約64.8）

ディスプレイ部＋スタンド部：約66.3×29.7×52.9
ディスプレイ部：約66.3×9.6×46.1

ディスプレイ部＋スタンド部：約13.5、ディスプレイ部：約11.5
約123（約0.1）／約113

（低反射）ブラックASV液晶パネル／1,366×768※２ （低反射）ASV液晶パネル／1,366×768※２

●F接栓（CATVパススルー対応）

●（2端子）

D端子（D4）×2系統※6、RCAピン×4系統、S映像端子（S2）×1※7、HDMⅠ入力端子（DVⅠ-D対応）※8×2、PC音声入力端子（ミニジャック）×1※9
モニター出力（切換式、RCAピン）×1、デジタル音声出力（光）端子（角型、AAC5.1ch対応）×1、イヤホン／ヘッドホン（ステレオ）×1※10

0～40℃

約450／1500：1 約500／1200：1

32V型ワイド（約69.8×39.2／約80.0）

ディスプレイ部＋スタンド部：約79.7×29.7×61.4
ディスプレイ部：約79.7×9.6×53.8

ディスプレイ部＋スタンド部：約18.5、ディスプレイ部：約16.0
約142（約0.1）／約135

総合20Ｗ（10Ｗ+10W）
4×10cm×2個、φ2cm×2個

上下左右176度（4波長バックライト） 上下左右176度

総合10Ｗ（5Ｗ+5W）
4×10cm×2個

視野角（バックライト）※4

形名

※1 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の機種別の算定式により、一般家庭の平均視聴時間（4.5時間）を基準に算定した、一年間に使用する電力量です。　※2 パソコン表示の場合は、最大1,360×768になります。　※3 画面を正面から見た場合。　※4 JEⅠ
TA規格準拠（コントラスト比10：1が確保できる角度）。　※5 PC-AX120S、PC-AX80S、PC-AX60Sとの接続を確認しています。　※6 AV入力（RCAピン）との切替式。　※7 AV入力とS映像入力を同時に接続した場合、S映像入力が優先されます。　※8 DVⅠ-HDMⅠ変換ケーブルをご使
用ください。480i/480p/1080i/720p対応。　※9 HDMⅠ 1系統との切換式。　※10 ヘッドホンをご使用の際は、スピーカーから音が出ません。　※11 PC-AX120S、PC-AX80S、PC-AX60Sのデジタルテレビ録画ユニットとの接続用。デジタルビデオカメラのDV端子、パソコン、パソコン周
辺機器などのⅠEEE1394端子とは接続できません。ハードディスクレコーダー、ブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンビデオカメラとも接続可能。機種によっては、接続しても認識、操作できない場合があります。　※12 1GB＝10億バイトで計算した場合の数値です。　※13 Windowsのシス
テムからは認識できません。　※14 出荷時状態での目安です。　※15 プリインストールされているOSのみをサポートしています。 ※16 お客様によるメモリー増設はできません。有料増設サービスの詳細は、インターネットアクオスホームページ内サポート情報の機種別ページにて、順次ご案内しま
す。http://support.sharp.co.jp/i-aquos/　※17 増設する場合は標準メモリーの取り外しが必要です。　※18 増設する容量によっては標準メモリーの取り外しが必要な場合があります。　※19 1,360×768以外の解像度に設定した場合、「PCメニュー」などの付属ソフトが正しく表示されない
ことがあります。　※20 AHCⅠモードでは動作しません。デジタルテレビ録画ユニットからは認識できません。　※21 メモリーカードはデータをやりとりする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカードのType MおよびType Hにも対応しています。SD 
Ⅰ/Oカード、SDHCメモリカード、SDスピードクラス Class2以上には対応していません。SDメモリーカードおよびメモリースティックの著作権保護機能、高速転送機能には対応していません。miniSDカード、メモリースティックPROデュオおよびメモリースティックデュオを使用する場合は、市販の専用
アダプターが必要です。　※22 テレビ部との接続に使用します。　※23 デジタルビデオカメラを接続して映像・音声を取り込む場合は、市販の4ピン-4ピン端子ⅠEEE1394ケーブルが必要になります。動作状況によっては映像のコマ落ちが生じる場合があります。テレビ部のi.LⅠNK端子及びデジタルテレビ録
画ユニットのi.LⅠNK端子とは接続できません。市販されているすべてのⅠEEE1394対応機器と接続できるわけではありません。接続可能なデジタルビデオカメラについては、インターネットアクオスホームページ内サポート情報の機種別ページにて、順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/i-aquos/

※24 CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生・編集はできません。　※25 OSに含まれます。　※26 新種のウイルスなどを検出するには、検索エンジンとウイルスパターンファイルのアップデートが必要です。ユーザー登録から90日間の無料アップデート期間終了後は、製品に
アップグレード（有償）することでアップデートサービスを延長できます。　※27 ご利用開始から30日間お使いいただけます。その後も継続して利用するには、「継続利用」（有償）をお申し込み頂く必要があります。　※28 CD-R、DVD-R（1層）により、リカバリCDまたはリカバリDVDの作成が可能。

AV

OS

インターネット

DVDに映像を編集・保存

インターネットへの接続や
プロバイダーへの入会を
やさしくサポートする

DVDを再生する

基本OS

CD-R/RW、DVD±R/RWにデータ保存

音楽を楽しむ ナップスターアプリ

ネットワークでAVコンテンツを共有 AV Library

ⅠnterVideo WinDVD for SHARP（CPRM対応版） 
Windows Vista™ Home Basic（正規版） 

Roxio Easy Media Creator 9

AOL 7.0 for Windows
ODNオンラインサインアップソフト
BⅠGLOBEでインターネット

Ulead DVD MovieWriter 5 SE ※24

■パソコン機種共通 付属ソフトウェア一覧表
ホームページ
メール

実用・趣味

情報テロップを表示する

ⅠP電話を無料で利用する
メールを送受信する

案内状や住所録をつくる
アニメーションをつくる

Windows® メール ※25

Microsoft® はがきスタジオ Basic 2007
EVAアニメータキャンバス Ver.2.2

ホームページを見る
リモコン操作で楽しむ

AV再生、ストリーミングを行う

ホームページを手軽に検索 JWORD
Yahoo! ツールバー

Windows® Ⅰnternet Explorer 7 ※25
Windows Media® Player 11 ※25

Skype（スカイプ）ビデオ対応版

シャープテロッパー

PCメニュー 実用・趣味

サポート

右脳トレーニングソフト

コンピュータウイルスを検出・駆除する ウイルスバスター™ 2007 Trend Flex Security™ 90日版 ※26

PDFファイルを表示する

リモコンで文字を入力する

電子ブックを見る FlipViewer

Adobe® Reader 8

携帯方式文字入力ソフト（予測変換対応版）
右脳鍛錬 ウノタン 高める記憶力

廃棄・譲渡の際のデータ流出を抑える

操作で分からないことを画面で調べる

システムを再インストールする

有害サイトへのアクセスを制限する

ハードディスク消去ユーティリティ

パソコン電子マニュアル CyberSupport for Sharp

ハードディスクリカバリ／Bootable CD Creator ※28

i-フィルター4 ※27

●統合ソフト Microsoft® Office Personal 2007 をPC-AX120S/PC-AX80Sに標準装備

●仕様詳細については、インターネットAQUOSホームページをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/i-aquos/index.html

地デジ画 質と、リモコンで選 ぶなら、

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

■ この新製品ニュースについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

安全に関する

ご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

■新製品ニュースについてのご注意
●ディスク容量の表記は､1GB＝10億バイトを使用しています。 ●画面はすべてハメコミ合成です｡実際の表示とは異なります。 ●製品改良
のため仕様の一部を予告なく変更することがあります｡また､商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので､あらかじめご了承くだ
さい。また、シーン写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なる場合があります。ご使用上のご注意については、説明書を必ずご確認くだ
さい。　●i.LⅠNKは、ⅠEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LⅠNK、i.LⅠNKロゴはソニー株式会社の登録商標で
す。 ●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Ⅰnternet Explorer、Microsoft Officeロゴは米国Microsoft 

Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●インテル、Ⅰntel Ⅰnside ロゴ、インテル Core、Celeronは、アメリカ合衆国
およびその他の国におけるⅠntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。 ●メモリースティックはソニー株式会社の商標
です。●xD-Picture Card ロゴ、xD-Picture Card™は富士フイルム（株）の商標です。 ●Yahoo!、Yahoo! ロゴマークは、米国ヤフーの登
録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。 ●その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録
商標または商標です。

■デジタル放送について
〈ご注意〉　●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナ
やデジタル放送対応のブースターなどが必要になる場合があります。 ●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、BS・110度CSデジタル
放送に対応した衛星アンテナが必要です。2150MHz対応の分配器やブースターが必要です。また、チャンネルによっては加入契約が必要で
す。 ●双方向サービスをご利用いただくには、電話回線による通信、またはLANによるインターネット接続が必要となり、別途通信料がかかること
があります。 ●放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。 ●地上デジタル、BSデジタル関連
商品は、ARⅠB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。 
●110度CSデジタル放送は、入会金・月会費などが必要になる有料放送です。お楽しみいただくには加入申込みが必要です（一部、無料チャン
ネルもあります）。 ●東経124度または東経128度を使用して放送されているCSデジタル放送（スカイパーフェクTV！）は受信・録画することができ
ません。 ●ケーブルテレビのパススルー方式に対応。それ以外の伝送方式のケーブルテレビサービスを利用される場合は、デジタルテレビ録画
ユニットで録画することができません。伝送方式については、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 ●パソコン部は高度な暗号化技術
を使っているため、修理の際に故障内容によっては、修理前にハードディスク内に記録されていた録画データが再生できなくなる場合があります
ので、あらかじめご了承ください。受付日／時間●月曜日～金曜日 ：AM9:00～PM9:00●土曜日／日曜日／祝日 AM9:00～PM6:00

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について。
地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で
２００３年１２月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は２００６
年末までに放送が開始されました。受信可能エリアは、順次拡大されます。
この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は２０１１年
７月までに終了することが、国の法令によって定められております。

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター ☎0570-07-0101地上デジタルテレビ放送の受信に
関するご相談、お問い合わせは


