News Release
2009 年 5 月 19 日
エスケイネット株式会社

13.3 インチ液晶テレビ「CLAiR(クレール）」の e-SHOP 限定モデル

『CLAiR ピンクリボン協賛モデル』を発売いたします
～乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝えたい～
一人暮らしのお部屋やベッドルーム、キッチンなどで、家電の圧迫感を感じさせない「小さめ」テレビで人気の CLAiR
に、SKNETe-SHOP 限定 ピンクリボン協賛モデルが登場です。
パソコン周辺機器・映像関連製品の開発・製造・販売を手がける
エスケイネット株式会社（以下エスケイネット 本社：神奈川県横浜
市、代表取締役社長：妹尾 兼）は、乳がんの早期発見・早期診
断・早期治療の大切さを呼びかける「ピンクリボン活動」に賛同し、
地上デジタル放送対応テレビチューナー搭載液晶ハイビジョンテ
レビ、「CLAiR」（クレール）の数量限定モデル『CLAiR ピンクリボン
協 賛 モ デ ル 』 を 、 2009 年 5 月 19 日 （ 火 ） よ り 通 販 サ イ ト
SKNETe-SHOP（http://sknet-eshop.com/）で発売いたします（税
込価格 34,800 円）。
エスケイネットは CLAiR ピンクリボン協賛モデルの収益金の一部を、財団法人日本対がん協会 「乳がんをなくす
ほほえみ基金」に寄付し、CLAiR ピンクリボン協賛モデルをお買い上げのお客様には商品とともに日本対がん協会
制作「乳がんの自己検診法」小冊子をお送りして検診の大切さをご案内いたします。この寄付金はマンモグラフィ検
診機器などの整備に用いられるほか、乳がんの啓発事業、医師・放射線技師の育成などにも役立てられます。

■小さくて軽い、そしてかわいいフェアリーピンク
13.3 型の CLAiR ピンクリボン協賛モデルは、超軽量コンパクトな
地デジ対応テレビチューナー搭載液晶ハイビジョンテレビです。
幅 33cm、高さ 26cm、薄さ 3.1cm で、重さわずか 1.52kg のコンパ
クトサイズ。スタンドをはずすと 1.22kg となり、壁にも掛けられま
す。本体カラーは乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大
切さを呼びかけるピンクリボン活動のシンボルカラーを採用。桜
の花びらのような優しい色合いのフェアリーピンクが、お部屋を
もっと可愛くしてくれます。本体正面には、ボタン類が一切なくス
ッキリとしたデザインです（操作はリモコンか本体横のボタンで行
います）。

■画面がキレイ・・・同型液晶テレビ最高水準の高画質
グレア液晶パネル（画素数 1280×800 ドット）を採用し、15 インチ以下の小型液晶テレビにおいて、業界トップクラス
の高画質を実現しました。鮮やかな映像表示で、クオリティの高い動画を表示します。また、ビデオ端子はもちろん、
パソコン接続、ハードディスクレコーダーやゲーム機などで使用できる HDMI 入力端子 2 系統を搭載し、1 台で 3 役
のモニターとしても使用できます。
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■目にも環境にもやさしい 省電力設計
バックライト LED を採用し、明るい場所でも目にやさしく、さらに消費
電力も抑えることができます。消費電力は、年間消費電力量：
48.77505kWh/年以下を実現しました （※1） 。電気代は一日わずか
2.94 円（※2）です。CO2 の年間排出量も 20kgCO2/年以下と大幅な
低減を実現（※3）し、特定有害物質の使用を規制する RoHS 指令にも
対応、J-Moss(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法）に
て規定されている特定化学物質の含有率が基準以下であることを示
す「J-Moss（グリーンマーク）（※4）」に適合しています。また、設定した
時間に電源が切れる「スリープ機能」と、一週間の曜日を選択して設
定した時刻に電源が入る「目覚まし機能」を搭載しています。テレビの
つけっぱなし防止で消費電力に配慮した機能です。
※「CLAiR」（クレール）とは：

フランス語で、「明るい、明らかな、清らかな、可愛い」などの意味があります。

＜CLAiR（クレール）について＞ 商品 Website： http://www.sknet-web.co.jp/product/dtv133jw/
モデル名
型名
受信チャンネル
液晶パネル
液晶パネル種類
駆動方法
画素数
応答速度
視野角（標準値)
最大輝度
コントラスト比(標準)
スピーカー音声出力
入力端子
アンテナ端子
ビデオ映像入力
S ビデオ映像入力
HDMI 入力 入力端子
対応解像度
PC 入力

入力端子
対応解像度

音声入力（ビデオ)
音声入力（PC)
DC 電源入力端子
ヘッドフォン端子
AC アダプタ
電源
消費電力
テレビ視聴時
待機時
機能動作時(*)
外形寸法
幅×高さ×奥行き
質量(スタンド含む)
リモコン
電源
外形寸法
質量（電池含まず)

CLAiR（クレール）ピンクリボン協賛モデル
SK-DTV133JP（フェアリーピンク）
地上デジタル： UHF(13-62)、CATV パススルー対応
13.3 インチ（WXGA)グレア液晶パネル
TFT アクティブマトリックス
1280 × 800
20ms(Typical)
左右約 90°、上下約 50°
300cd/m2
600:1(Typical)、300:1(Minimum)
3W+3W (4Ω)
F 型同軸コネクタ(75Ω) × 1
VIDEO(RCA ピンジャック) × 1
S-VIDEO(RCA ピンジャック) × 1
HDMI(Ver. 1.1)コネクター端子 × 2
640x480@60Hz 、 800x600@60Hz 、 1024x768@60Hz,
1280x800@60Hz、1440x900@60Hz
RGB(D-Sub 15pin) × 1
640x480@60Hz 、 800x600@60Hz 、 1024x768@60Hz,
1280x800@60Hz、1440x900@60Hz
RCA ピンジャック（ステレオ） × 2 組
3.5mmφ ステレオミニジャック × 1
専用 AC アダプタ用 2.5mmφDC ジャック、12V 3A
3.5mmφ ステレオミニジャック × 1
入力：AC 100V
出力：DC12V、3A、定格出力 36W
AC 100V、50/60Hz 共用
約 15W
約 3.6W
約 15W
329.5mm × 264.5mm × 84.8mm （液晶部厚 31mm)
本体 1.52kg （スタンドなし 1.22Kg)
単四形乾電池（1.5V) × 2
56mm × 185mm × 26mm
92g
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使用条件
スタンド角度調節範囲
RoHS 指令
付属品

JAN コード

周囲温度 0℃-40℃、相対湿度 20%-80% 結露のないこと
0°- 30°
対応
リモコン 1 個、単四形乾電池 2 個、専用 AC アダプタ 1 個、電
源コード 1 本、B-CAS カード 1 枚、ユーザーズガイド 1 冊、保証
書 1部
4515692001946

（※1）JEITA の測定基準「一日 4.5 時間の視聴と 19.5 時間の待機電力」にもとづいた一年間に使用する電力量。
（※2）1kWh あたり税込 22 円（(社)全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単位）として算出。
（※3）CO2 換算係数：0.41kg・CO2/kWh(電気事業における環境行動計画 2007 電気事業連合会）として算出。
（※4）電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法について規定した日本工業規格（JIS C 0950）

【エスケイネット株式会社について】
エスケイネットはパソコン周辺機器・映像関連製品の開発・製造・販売を手がけ、日本国内のみならず、アジア、
アメリカ、ヨーロッパなどでビジネスを展開しているパソコン・映像関連周辺機器のリーディングカンパニーです。
1995 年に設立、これまでの販売取扱商品は 1000 点を超え、自社開発製品も 200 以上にのぼっています。「独
自の創造性とオリジナリティあふれる製品開発」をコンセプトに、MonsterTV P2H、MonsterTV Pocket、
MonsterTV HDU など、いくつもの「世界初」の商品を世に送り出しています。日本と台湾に研究開発チームを
持ち、高付加価値性とスピードをキーワードに競争力の高い生産体制をとっています。コンピューター周辺機器
で培ってきた映像技術並びにマーケティングニーズへの対応力を以って、今後ますます広がりを見せるデジタ
ル家電マーケットへの展開も行っています。
【エスケイネット株式会社の CSR 活動】
エスケイネットは企業の社会的責任を全うすべく CSR 活動に取り組んでおります。
2009 年よりピンクリボン活動支援をスタートしました。

【ピンクリボン運動】
ピンクリボンは乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える世界共通のシンボルマークです。
乳がんに対する理解と支援を広くよびかける活動が 1980 年代にアメリカで始まりました。
日本でもさまざまな活動がおこなわれています。

【財団法人日本対がん協会】
乳がんをなくすほほえみ基金
「乳がんをなくすほほえみ基金」は、早期発見のための知識啓発、マンモグラフィなど乳がん検診機器の整備、
医師･放射線技師の育成、患者支援などに使われています。
http://www.jcancer.jp/endowment/hohoemi/index.html
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