
はじめるガイドはじめるガイド
まずはじめに、このはじめるガイドを参照してセッティングしてください。
このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。
くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。

ブルーレイディスクレコーダー
FBR-HT2010
FBR-HT1010

FBR-HW1010
FBR-HW510

型   

番

 2 miniB-CASカードを入れる
デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード（付属）が必要です。
•	赤色面を上に向け、切り欠きのある側からminiB-CAS	カード挿入口に「カチッ」と音がするまで、	
奥へしっかりと挿し込んでください。

  
前面カバーを開ける

SDカードスロットにminiB-CASカードを間違えて挿入しないよう十分ご注意ください。
FBR-HT2010／FBR-HT1010をお買い上げいただいたお客様へご注意

本機前面

 5 電源プラグを挿し込む
•	電源プラグをコンセントに挿し込むと、LEDが点灯また点滅後に自動消灯します。

本機背面
挿し込む

(AC 100V)

本紙で使用しているイラストはイメージです。

 4 テレビとつなぐ
本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。
•	本機とテレビをハイスピード対応HDMIケーブルで接続してください。	
（ハイスピード対応でないHDMIケーブルで接続すると映像や音声が途切れてしまいます。)

 ■ テレビのHDMI入力端子につなぐ

本機背面 テレビ背面HDMI
映像･音声入力

1 2

ハイスピード対応
HDMIケーブル
（市販品）

 3 アンテナとつなぐ
本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。
•	地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときや新4K8K	
衛星放送を含むアンテナ端子をつなぐときは、取扱説明書の	「BS・110度CSデジタル放送用(新4K8K衛星放送含む)
アンテナ端子をつなぐ」P.20 をお読みください。

本機背面

地上デジタル放送用
UHFアンテナ端子

地上デジタル放送
専用同軸ケーブル
（付属品）

BS･110度 CSデジタル放送対応
同軸ケーブル（市販品）

地上デジタル放送対応
同軸ケーブル（市販品）

テレビ背面

BS･110度 CS
デジタル放送用アンテナ端子

地上デジタル
入力（UHF）

BS・110度
CS-IF 入力

壁などの
アンテナ端子

•	緩まない程度に手で取り付けてください。

 6 テレビの入力を切り換え、本機の電源を入れる
 ■ テレビの電源を入れる  ■  テレビの入力を本機がつながれ

ている入力に切り換える
 ■  本機のリモコンの 電源 B  で電源を 
入れます。

HDMI1

テレビのリモコンを使って、電源を入れ
てください。

HDMI1

テレビのリモコンを使って、入力を切り
換えてください。
入力の名前はお使いのテレビによって
異なります。

	かんたん一括設定		の開始画面が表示され
ますので、画面に従って必ず設定してくだ
さい。電源を入れても		かんたん一括設定		の
開始画面が表示されない場合は、本機の
電源プラグやHDMIケーブルがつなぎ間
違えていないか、テレビの入力切換が本機
がつながれている入力に切り換わっている
かご確認ください。

•	本機をご使用の場合は、毎回テレビの入力切換が、本機がつながれている入力に切り換わっているかご確認ください。
•	本機の設定について、くわしくは取扱説明書の「かんたん一括設定をする」をお読みください。

サポート動画のご案内
製品情報のページで、サポート動画をご覧いただけます。
サポート動画では接続方法や使い方をわかりやすく	
説明しております。

funai.jp/cs/bd/2018/

 1 リモコンを準備する

付属の動作確認用の
乾電池2本

③ 裏ぶたをつける② 　／　をよく確かめて
　側から正しく入れる

① 下図の通り、裏ぶた上部の両端をつまみ上げ、
     ▽マークの部分を押しながら、
     矢印の方向にスライドさせてはずす
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録画番組を再生する
①	 ディスクメニュー B

録画一覧 B 	を押します。
②				 HDDB 	または	 DISCB 	で再生したいメディアを
選びます。
•	USB-HDD／SeeQVault-HDDを選ぶ
場合は	 青 B 	を押して切り換えたいUSB-
HDD／SeeQVault-HDDを選んで	
	

決定 B
	を押してください。

③	再生したい番組を選んで	
決定 B
		

または 早見 B
再生 B を押すと、再生が始まります。

世界B級グルメの旅　今が旬の、お手頃でおいしい料理が盛りだくさん。

しょうたろうの今こそフライデーナイト

熱血スポーツ特番 各界の好プレーだけを集めた、いいとこ取りピックア

XX月XX日(火)

XX月XX日(火)

XX月XX日(火)

XX月XX日(火)

XX月XX日(火)

XX月XX日(火)

XX月XX日(火)

XX月XX日(火)

XX月XX日(火)

世界が大きく動いた瞬間！ビックマネーを掴んだ・佐伯正信の場合。

もふもふ動物園　かわいいペット大集合。

いつも楽々　カタテマオシゴト！ちょっと空いた時間に小遣い稼ぎ。

妄想旅行番組【悠悠自適ツアーズ】リゾート地へこんな旅行がしたい。

東西対抗 社会人！野球大会！白熱のマウンド

絶景ショット　世界の絶景ポイントを紹介。
地デジ071 テレビＤＤ　　　　　　　　  AVC ANモード　                            午後10:56      0:25:06        20XX年XX月XX日(火）

デクレッシェンド★ボイス「きょうの一声は一体なんだ？！」

•	再生中に 停止 B 	または	 終了(長押し)

戻るB 	を約1秒長押しすると録画一覧に戻ります。
④	再生が終了すると、録画一覧に戻ります。
⑤	 終了(長押し)

戻るB 	を押すと、現在放送中の番組に戻ります。

録画番組を消去する（番組消去）

①	 ディスクメニュー B

録画一覧 B 	を押します。
②		 HDDB 	または	 DISCB 	で番組消去したい	
メディアを選びます。
•	USB-HDD／SeeQVault-HDDを選ぶ
場合は	 青 B 	を押して切り換えたいUSB-
HDD／SeeQVault-HDDを選んで	
	

決定 B
	を押してください。

③	消去したい番組を選んで	3 桁入力 B消去 B 	を押すと、
	が付きます。

真実は○○にあり！【体の不調とおさらば！原因と対策が今夜解明

おでかけ週末コレクション 土日におすすめのお店を紹介。明日の

熱血スポーツ特番 各界の好プレーだけを集めた、いいとこ取りピ

世界が大きく動いた瞬間！ ビックマネーを掴んだ・佐伯正信の場

もふもふ動物園  かわいいペット大集合。

いつも楽々　カタテマオシゴト！ちょっと空いた時間に小遣い稼ぎ

デクレッシェンド★ボイス「きょうの一声は一体なんだ？！」

東西対抗 社会人！野球大会！白熱のマウンド

世界B級グルメの旅  今が旬の、お手頃でおいしい料理が盛りだく

妄想旅行番組【悠悠自適ツアーズ】大好評第3弾　リゾート地へ
地デジ071 テレビＤＤ                   DRモード

•	複数の番組を消去したい場合は、消去したい番組を選んで	
決定 B
	を押す操作を繰り返し

おこないます。
④	 	を押すと 消去実行 	が選ばれますので、	

決定 B
	を押します。

⑤	確認メッセージが表示されますので、	 はい 	を選んで	
決定 B
	を押すと、	

番組を消去し録画一覧に戻ります。
⑥	 終了(長押し)

戻るB 	を押すと、現在放送中の番組に戻ります。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは・・・
まずは、お買い上げの販売店へ お問い合わせください。

船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ funai.jp/cs/
	● 製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。一度ご覧ください。	
それでも解決しない場合には、当社お客様ご相談窓口までお電話をお願いいたします。

船井電機 お客様ご相談窓口

 0120-055-271（通話料	
無 料）

※時間帯によっては、お電話が混み合ってつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで　FAX:	06-6746-3374	 2019年2月現在

ホームメニューからはじめる（機能一覧）
①	 	を押します。

②	お好みの機能を選んで	
決定 B
	を押します。

③	項目を選んで	
決定 B
	を押します。

•		 	と	
決定 B
	を繰り返し押しながら、目的に合った操作や	

項目、設定を選んでください。

④	 終了(長押し)

戻るB 	を約1秒長押しすると、現在放送中の番組に戻ります。

番組を録画予約する（一発予約）
①	 番組表 B 	を押します。
②		 	、	 	または	 	で録画したい放送を選びます。

この番組表は○○が放送しています
dボタンを押すと広告の詳細を確認できます

XX XX XX XX XX XX XX XX

真実は○○にあ
り！【体の不調と
おさらば！原因と

妄想旅行番組【悠
悠自適ツアーズ】
大好評第3弾リゾー

  ドラマ「五月雨
式サラリーマン～
きっといつかは～」 スゴ技ウラ技　大

公開！
今すぐ生活に役立
つ情報盛り沢山。
時短技で掃除・洗

金曜 MOVIE ！「ド
クターマックス 2」
早くもテレビ初放
送　ドラマでも大
好評のアイツが
帰ってきた！ライ
バル出現に現場が
大混乱！衝撃のラ

絶景ショット
　世界の絶景ポイン
　トを紹介。感動の

隙間クッキング

もふもふ動物園
かわいいペット大
集合。

みえるニュース

熱血スポーツ特番
　各界の好プレーだ
　けを集めた、いい
　とこ取りピック　
　アップシーン大集
　結。一気見で全て

世界 B級グルメ
の旅　今が旬の、お
手頃でおいしい料

Famous Music タイ
　ム　大物ミュージ
　シャンがここでし

桶狭間ヒストリー
　～戦国時代で学ぶ
　人間関係の築き方
　～　自分に当ては
　まる武将は誰？性

00ウチノムスメは非
日常【ムスメの常識探
索！】ひとりでは何も
できない？！

映画「バウンド・
アイランド」
孤島に流れ着いた
７人が脱出に向け
て、様々な困難に
立ち向かう。果た

お天気

ＤＤＤ放送 1 ＥＥ放送 1 テレビＦＦＦ1 ＧＧＧ放送 1 ＨＨテレビ 1

③	録画予約したい番組を選んで	 録画 B 	を押すと、	
録画予約が完了し、選んだ番組に 	が表示されます。
•		設定済みの予約を確認する場合は、 ホーム B 	➡	 録画 	➡ 
	 録画予約一覧 	の	 録画予約一覧 	画面で確認できます。

④	 終了(長押し)

戻るB 	を約1秒長押しすると、現在放送中の番組に戻ります。

受付時間 9：00 ～18：00
（年末年始をのぞく）


