
大会議室や受付で際立つ
100V型の存在感

人が感じる美しさを再現
認知特性プロセッサー「XR」

ディテールまで気を配った
現場第一主義の意匠

役員や賓客が集まる大会議室・応接室など、広い
空間に適した100V型の超大画面。離れた席から
でも資料が見やすく、議事進行や商談もスムーズに。
また、企業の顔ともいえる受付・ロビーで訪問客を
迎えるエントランスサイネージとしても最適です。

色や精細感、コントラストなどの各要素を、人の脳
が行うように横断的に分析する認知特性プロセッ
サー「XR」を新搭載。940cd/㎡ものピーク輝度
を誇る高輝度ディスプレイとの相乗効果により、
人が目で感じる「 自然な美しさ」を再 現します。

表示コンテンツを引き立てるよう、ソニーロゴは目
立たない側面に配置しました。上下左右のベゼル
幅はすべて均等なため、横置き時はもちろん縦置
きにした場合もスタイリッシュ。また設置や移動の
際には、本体裏のキャリーハンドルが役立ちます。

エグゼクティブな空間に、プレミアム画質を
100V型フラッグシップ4K業務用ディスプレイ

広いロビーに映える100V型 人が目で感じる自然な美しさを再現する、認知特性プロセッサー「XR」 側面配置のソニーロゴ 本体裏のキャリーハンドル

100V型

後方からの視認性も確保

FW-BZ40J/BZ 
オープン価格  ［7月発売予定］

BRAVIA® in Business

業務用ディスプレイカタログ
ブラビアBZ40J/BZ

sony.jp/bravia-biz/

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※写真は100V型です　※画像はイメージです



■ 主な仕様 ■ 外 形 寸 法 / 質 量
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画素数（水平×垂直）

輝度（ピーク輝度） ＊1

コントラスト ＊1

ダイナミックコントラスト ＊1

応答速度（Gray to Gray. Ave.） ＊1

パネル種別（VA/IPS）

パネル表面処理

ヘイズ値

視野角（左右/上下） ＊1

バックライト

HDR信号対応 ＊2

高画質プロセッサー

高精細

広色域

高コントラスト

倍速機能

スピーカー数

実用最大出力（JEITA）

コンポーネント入力端子

ビデオ入力端子

HDMI入力端子 

RS232C ＊6

光デジタル音声出力端子
（AAC/PCM/AC3/DTS）

ヘッドホン出力端子

BS4K・110度CS4Kチューナー
地上・BS・110度CSチューナー

USB端子

LAN端子（100BASE-TX／10BASE-T）

無線LAN機能 ＊8

動作温度／動作湿度

消費電力 ［ 待機時 ］：W

付属品

100V型
FW-100BZ40J/BZ

標準スタンド、リモコン（赤外線）、単4形乾電池（2個）、ケーブルクランパー、
電源コード、転倒防止用固定ベルト一式

約829万画素（3,840×2,160画素）

600（940）cd/m2

9,000:1

600,000:1

7ms

VA

ハードコートローリフレクション

0.2％

178度/178度 （JEITA規格準拠コントラスト比10:1）

直下型LED部分駆動

●（HDR10/HLG/Dolby Vision）

XR 

XR 4K アップスケーリング

XR トリルミナス プロ

 XR コントラスト ブースター 5 ＊3

倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー

2個

10W+10W

ー

　 1 ＊4

　 4 ＊5

1

　  1 ＊7

1

ー

2

1

IEEE802.11ac/a/b/g/n

0℃～ 40℃ ／ 10%～ 80%（結露なきこと）

426 ［ 0.5 ］

＊1：仕様標準値であり、保証値ではありません　＊2：信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります　＊3： XR コントラス 
ブースターの数値は、「暗部の電流を明部に集中させ明るさを高める機能」の効果の高さと、その精度を表すソニー独自算出による数値、LED部分駆動が搭載されていない当社従来液晶テレビ比です　＊4：片方が4極ミニ
プラグの映像・音声ケーブル（別売）を使用してください　＊5：4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してく
ださい　＊6：Stereo Mini（ステレオミニ）端子　＊7：ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません　＊8：ご利用の際は、別途無線LAN ルーターが必要です
※寸法はおおよその値です。詳細情報は法人向けブラビアホームページでご確認ください　　

■背 面 端 子

FW-100BZ40J/BZ

①ビデオ入力端子（映像／音声）

②光デジタル音声出力端子

③HDMI入力端子 

④HDMI音声入力端子

⑤USB端子 

⑥音声出力／ヘッドホン端子

⑦コントロール端子

⑧LAN端子

①

②

⑤

⑥

⑧

⑦

④

③

本体質量：88.9kg（スタンド含む：92.6kg）

梱包サイズ（幅×高さ×奥行）：244×156×38、梱包質量：129kg、
有効画面サイズ（幅×高さ）：220.3×123.9（対角253 ）、

電源コードの長さ：2m
VESA対応（横×縦）：60×40
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愛情点検
●長年ご使用のディスプレイの点検を!

ソニーマーケティング株式会社
カタログ記載内容2021年6月現在

愛情点検商品を安全に使うため、
使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所や、熱器具などの近くに設置しないでください。火災、感電、故障など
により、死亡や大けがをすることがあります。ディスプレイは必ず転倒防止の処置を行ってください。ディスプレイが
倒れてけがなどの原因となることがあります。

安全に関する注意

商品使用上の注意 ●サイネージ用途でご使用の際は、安定稼働のために定期的な本体メモリーリフレッシュ（リモコンや本体電

源ボタン長押しによる再起動）を実施してください ●高画質（倍速処理）のディスプレイでは、光線銃などを使い、画面を標的に

するゲームで使用できないものがあります　ディスプレイ設置上の注意 ●設置工事および取り付けは、事前に販売店および工

事専門業者にご相談ください。壁掛けユニット・天吊り金具・ディスプレイスタンド（別売）については同様にご相談ください（建物

の構造によっては、取り付けられない場合があります） ●壁掛けユニット（別売）を使用する場合を除き、ディスプレイは背面の壁か

ら1cm以上離して設置してください。壁などに近づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることが

あります。また、通気孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります ●ディスプレイを市販のラックなどに

置く場合は、ディスプレイの底面よりも広く、水平であることをご確認ください。また、耐荷重量や対応サイズもあわせてご確認ください

ディスプレイを安全に使用するために ●裏ブタをはずしたり、セットの内部の改造をしないでください　カタログ上の注意 ●SONY、

BRAVIA、ブラビア、BRAVIA XRはソニーグループ株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です ●製品でご利用可能なサービ

スは、予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責任も負いかねますのであら

かじめご了承ください　商品購入時の注意 ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ大切に保管してください。ただし、アクセサリーの一

部の商品には保証書が付いていません ●当社は、ディスプレイの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。ただし、故障

の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください 

このような症状はこのような症状は
ありませんかありませんか

使用を中止使用を中止

●スイッチを入れても映像や音がでない。●スイッチを入れても映像や音がでない。
●上下、または左右の映像が欠けて映る。●上下、または左右の映像が欠けて映る。
●映像が時々、消えることがある。●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙がでたりする。●変なにおいがしたり、煙がでたりする。
●スイッチを切っても、映像や音が消えない。●スイッチを切っても、映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入った。●内部に水や異物が入った。

コンセントから電源プラグを抜いてコンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店にご相談ください。必ず販売店にご相談ください。

DXMP-1 Printed in Japan.　（84968960）

詳しくは当社ウェブサイトへ　▶ sony. jp/brav ia -b i z/

※商品・サービスの内容や機能については予告なく変更・停止・終了する場合があります。
また、画面およびイラストはイメージです
※商品によって機能やできることが異なります。詳細はお問い合わせください

お問い合わせご購入に関する相談は［法人のお客様向け購入相談デスク］

　　0120-30-1260 
商品情報や仕様についてのお問い合わせは［ブラビア法人様向けご相談窓口］

　　0120-67-6699

受付時間 月〜金 10：00〜18：00／土・日・祝日 休み
※携帯電話・PHS／一部のIP電話などでご利用になれない場合がございます

受付時間 月〜金 10：00〜18：00／土・日・祝日 休み

050-3754-9774※携帯電話・PHS／一部のIP電話
などでご利用になれない場合


