TOSHIBA PRODUCTS解剖
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ローミングナビ
ブロードバンドメニュー
おすすめサービス

D E TA I L
55X1ユーザーである
折原氏は、機能面で
上位機と同一ながら
よりスリムになった
46XE2に特に注目し
ているという

CELLレグザ番組表
タイムシフトマシン録画設定
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CELL REGZA FUNCTION
TOSHIBA PRODUCTS解剖

55X1ユーザー折原氏も注目！

あこがれのCELL REGZAが
ラインナップ拡大！
取材・執筆：

折原一也

55X1を自宅に導入済みの折原一也氏。
モンスターマシンとしての実力を肌で実感している同氏の目には
新モデル「X2」
「XE2」はどのように映ったのか？
東芝フラグシップテレビの機能面での魅力を改めて振り返り、
シリーズの先進性を証明することにしよう。
L I N E U P

【SPEC】●チューナー：地上デジタル×11、BS・110度CS×2 ●HDD容量：タイムシフト用
2TB、通常録画用1TB ●主な録画・再生・ネットワーク機能：タイムシフトマシン2、
ローミング
ナビ、
レグザAppsコネクト、
レグザリンク・ダビング、地デジ見ながらW録、8画面マルチ表示 ●
モニター部外形寸法・質量：1292W×916H×355Dmm・36.0kg（ 55X2）、1292W×
916H×355mm・29.0kg
（55XE2）
、1100W×793H×288Dmm・21.5kg
（46XE2）
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