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ブルーレイディスクレコーダー
 ／プレーヤー

総合カタログ

●写真・イラストはイメージです。

本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済み製品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
BD22060003

本社／〒574-0013
大阪府大東市中垣内7丁目7番1号

このカタログの内容は
2022年6月現在のものです。

安全に関するご注意

●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
の原因となります。●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説
明書」または「安全・その他のお知らせ」をよくお読みください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名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。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製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。

■ 「オープン価格」の製品は、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。
■ このカタログ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、販売店でお分かりにならないときは、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

船井電機 お客様サポートサイト お客様ご相談窓口のご案内

船井電機
お客様ご相談窓口

取り扱い・修理に関するご質問は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
●転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合

※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

受付時間
9：00～18:00

（年末年始を除く）

通話料
無料

（　　　　　　　　　　　）愛情点検

このような
症状は

ありませんか

ご使用
中止

●長年ご使用の製品の点検を！
熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより部品
が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故に
つながることもあります。

● 映像や音がでない。
● 変なにおいがしたり、煙がでたりする。
● 内部に水や異物が入った。
● 電源プラグやコードに発熱や傷みがある。
● ディスクが傷ついたり、取り出したりできない。
● その他の異常や故障がある。

このようなときは、故 障や 事
故防止のためスイッチを切り、
コンセントから電 源プラグを
抜き、必ずお買い上げの販売
店にご連絡ください。

【無線LANについて】
（FBR-UT3000／FBR-HT3030／FBR-HT2030／FBR-HW2030）
本製品の無線LANが使用する周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療
用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無
線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
無線LANを使用する場合は、以下をお読みください。
1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力
　無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことをご確認ください。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例
　が発生した場合は、すみやかに無線LANの使用を停止し、下記連絡先にご連
　絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）
　についてご相談ください。
3.その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいは、アマチュア無
　線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと
　が起きたときは、下記のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

●本製品背面の定格銘板に記載されている
周波数表示は、以下の内容を示しています。

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の
帯域を回避可能であることを意味する

変調方式がDSSSとOFDM方式

2.4 GHz帯を使用
電波与干渉距離
40 m以下

2.4 DS/OF 4

お買い求めは当店へ

●製品の取り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
窓口までお問い合わせください。

かんたん派も、こだわり派も

映像ライフ、もっと満足

録る・観る・楽しむ
FUNAIブルーレイ

■製品ご理解のために
【地上・BS・110度CSデジタル放送のご視聴について】●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上・BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を

受信するには、サービス会社との契約が必要です。くわしくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●CATV（ケーブルテレビ）の受信はサービス（放送）のおこなわれている地域でのみ可能です。CATVを受信するとき

は、CATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくはCATV会社にご相談ください。●難視対策、電波障害対策、あるい

は集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。くわしくは施設の管理者へお問い合わせください。

【ブルーレイディスクレコーダー／プレーヤーのご使用について】●本機のリージョン番号はブルーレイディスクが「A」、DVDが「2」です。リージョン番号「A」が含まれていないBD-Video、「2」が含まれていないDVD-Videoは再

生できません。●BD-RE Ver.1.0のディスクは使用できません。●コピー制限のある番組はCPRM、AACSまたはSeeQVault™という著作権保護技術に対応した録画機器およびディスクにて録画できます。●ディスクを無断で複製、

放送、上映、公開、演奏、レンタルすることは法律により禁止されています。●製品を分解すると保証が無効となります。●テレビ放送を録画したものは個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

【記録内容について】●ハードディスクは部品特性のため長期的な記録場所として適しておりません。大切な録画内容はブルーレイディスクやDVDにダビングしておくことをおすすめします。●本機の動作中に、衝撃や振動を加え

たり、コンセントを抜いたり停電があった場合は、故障したり録画した内容が損なわれたりすることがあります。●何らかの原因で内蔵および外部記録メディアや外部記録機器にコンテンツを記録できなかった場合や内蔵および外

部記録メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご

了承ください。●記録媒体を搭載または使用する製品の場合は、故障または修理・交換により記録内容が消失などすることがありますが、記録内容の補償はいたしません。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなど

のほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。●私的目的で録画したものでも、著作権者などに無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権侵害となります。

【製品購入時の注意】●「保証書」の記載事項を必ず確認の上、大切に保管してください。●当社は、この製品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。●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた

めに必要な部品です。ただし、製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて】●お客様より船井電機株式会社およびグループ会社にお電話でお問い合わせいただいた場合には、正確にご回答するため、通話内容を記録（録音など）させてい

ただくことがあります。また、折り返しお電話させていただくときのために「発信者番号表示」を採用しています。あらかじめご了承の上、お問い合わせください。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、サービス活動およびその

後の安全点検活動のために、当社のグループ会社および秘密保持契約において厳正に管理された業務委託会社に個人情報を提供させていただくことがあります。

【カタログについてのご注意】●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本カタログに掲載された製品の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上、お選びください。

●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合があります。また、実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●本カタログの画面は、すべてハメコミ合成です。●製品設置画像はイメージです。

【商標について】●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、Blu-ray 3D™（ブルーレイ3D）、Ultra HD Blu-ray™、BD-Live™、BONUSVIEW™、BDXL™、AVCREC™および関連ロゴはブルーレイディス

ク アソシエーションの商標です。●“DVD Logo”はDVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の商標です。●“AVCHD 3D/Progressive”および“AVCHD 3D/Progressive”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社

の商標です。●“AVCHD”および“AVCHD”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●SeeQVault™およびSeeQVaultロゴはNSM Initiatives LLCの商標です。●ドルビーラボラトリーズからの実施権に

基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby AudioおよびダブルD記号は､ドルビーラボラトリーズの商標です。●For DTS patents, see https://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing 

Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | Essential and DTS 2.0+Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © DTS, 

Inc. All Rights Reserved. ●スカパー! および「スカパー! プレミアムサービスLink」ロゴは、スカパーＪＳＡＴ株式会社の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、米国およびその他

の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●TiVo、Gガイド、

G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●Apple、Appleロゴ、iPad、iPhone、iPod touch、iTunes、iTunesロゴは、米国その他の国で登

録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android™、Google Playおよび Google Playロゴは、Google LLCの商標です。●なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場

合でも、これを十分尊重いたします。



日本メーカー  船井電機の歩み

※1 「Ultra HD ブルーレイ」の映像を楽しむためには、HDCP2.2、4K／60p／4:4:4、Ultra HDブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器や端子に接続してください。また、18 Gbps対応のHDMIケーブル（プレミアムハイスピード
HDMIケーブルなど、市販品）をお使いください。 著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。 ※2 AE（12倍）モードでの録画時。
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UT シリーズ HTシリーズ HW シリーズ SW シリーズ

あなたの「 録りたい」、「 観たい」に  まっすぐ届く 録 画も視 聴も、求めるパフォーマンスは人それぞれ。

自分 好みのブルーレイディスクレコーダーで、充 実の映 像ライフを。

写真･イラストはイメージです。

ハードディスク容量

ハードディスク容量

1 2

4Ｋ Ultra HDブルーレイ対応※1。
高画質な4Ｋ映像で、視聴の楽しみがひろがる。

NEW

家族みんなの「録りたい」を叶える、
3チューナー・大容量ハードディスク搭載。

NEW

手軽さを追求したシンプルモデル。
かんたん操作で「録る・観る」がスムーズに。

ぴったりの一台が、きっと見つかる4つのラインアップ

NEW

気になる2番組を同時に録画、
ダブルチューナーのスタンダードモデル。

FBR-HT3030  オープン価格  ／  FBR-HT2030  オープン価格

デジタルハイビジョンチューナー内蔵
ハードディスク搭載ブルーレイディスク／DVDレコーダー

FBR-SW1030  オープン価格  ／  FBR-SW530  オープン価格

デジタルハイビジョンチューナー内蔵
ハードディスク搭載ブルーレイディスク／DVDレコーダー

画質にこだわるなら
4K Ultra HDブルーレイ対応タイプ

安心の大容量×3チューナー
ファミリーにおすすめ

2番組同時に録画
おすすめ番組の録画や再生機能も充実

手軽に使えるから、レコーダーを
むずかしいと感じる方におすすめ

3 TB 2 TB

1 TB 500 GB

せっかくなら
臨場感ある美しい
映像を楽しみたい

テレビ好きだから、
観たい番組が
重なることが多い　

観たい番組が
バラバラ…
あれこれ録画したい　

複雑な操作は苦手、
とにかくかんたんに
録画したい

アップコンバート出力対応
UT／HT／HWシリーズのみUT／HT／HWシリーズのみ

UTシリーズのみ HT／HW／SWシリーズのみUTシリーズのみ
UTシリーズのみ HT／HW／SWシリーズのみ

ハードディスク容量

3,263時間
録画※2

最長
約 3,263時間

録画※2
最長
約

FBR-UT3000  オープン価格

デジタルハイビジョンチューナー内蔵　Ultra HDブルーレイ対応　
ハードディスク搭載ブルーレイディスク／DVDレコーダー3 TB

チューナー数

番組
同時録画3

×3

チューナー数

番組
同時録画3

×3

2,166 時間
録画※2

最長
約

2,166 時間
録画※2

最長
約

1,092時間
録画※2

最長
約 543 時間

録画※2
最長
約×2

チューナー数 ハードディスク容量 FBR-HW2030  オープン価格

デジタルハイビジョンチューナー内蔵
ハードディスク搭載ブルーレイディスク／DVDレコーダー

番組
同時録画2

×2

チューナー数

番組
同時録画22 TB

UT
シリーズ

HW
シリーズ

SW
シリーズ

HT
シリーズ



「レコーダーをむずかしいと感じる」方に
「録る・観る」に必要な機能だけを搭載したシンプルモデル

ニーズに合わせて選べる多彩なラインナップ

SWシリーズ

3 4

●録画予約がスムーズ　●観たい映像がすぐ見つかる

ホーム画面FBR-SW1030 ／ FBR-SW530 ブルーレイディスク／DVDレコーダー

NEW

内蔵ハードディスク録画時間 FUNAIの新シリーズ

録画時間

地上デジタル（HD放送）

BS・110度CSデジタル
（HD放送）

AF（2倍モード）

AN（3倍モード）

AS（4倍モード）

AL（5.5倍モード）

AE（12倍モード）

DR

型番 FBR-UT3000

約 388 時間

約 275 時間

約 511 時間

約 767 時間

約 1,097 時間

約 1,507 時間

約 3,263 時間

FBR-HT3030

約 258 時間

約 182 時間

約 339 時間

約 509 時間

約 728 時間

約 1,001 時間

約 2,166 時間

FBR-HT2030 FBR-HW2030

約 130 時間

約 92 時間

約 171 時間

約 256 時間

約 367 時間

約 504 時間

約 1,092 時間

FBR-SW1030

約 64 時間

約 45 時間

約 85 時間

約 127 時間

約 182 時間

約 251 時間

約 543 時間

FBR-SW530

シンプルな画面表示でリモコン操作がかんたん！こんな方におすすめです！
録りたい番組だけ録れればいい

見終わったらすぐに消す

定期予約はほとんどしない

画質より録画時間を優先したい

※1 1回の最長連続録画予約時間は15時間以下です。 ※2 内蔵ハードディスクをすべて通常録画用にした場合。 ※3 専用アプリ「FUNAI Connect」のインストールが必要です。

手軽に使えるから
レコーダーをむずかしいと感じる方におすすめ

SWシリーズ

型番

タイプ
画質にこだわるなら

4K Ultra HDブルーレイ対応タイプ

FBR-UT3000
オープン価格

UTシリーズ HTシリーズ
2番組同時に録画

おすすめ番組の録画や再生機能も充実

HWシリーズ

安心の大容量×3チューナー
ファミリーにおすすめ

　　FBR-HT3030
オープン価格

　　FBR-HT2030
オープン価格

NEW NEW FBR-HW2030
オープン価格

NEW 　　FBR-SW1030
オープン価格

NEW 　　FBR-SW530
オープン価格

NEW

1 TB 500 GB

チューナー

ハードディスク
容量

AE（12倍）モード
録画時間 ※1 ※2

DRモード
録画時間 ※1 ※2

3番組同時録画 ×3 ×3

3 TB

約3,263時間
最長

約3,263時間
最長

約388時間
最長

約2,166時間
最長

約1,092時間
最長

約543時間
最長

3番組同時録画

2 TB

約2,166時間
最長

×22番組同時録画 ×22番組同時録画

3 TB 2 TB
　　

背面端子

スマートフォン
連携？

ホームネット
ワーク?

番組編集？

解決♪

録画機能

その他

再生機能

スマートフォン連携 ※3

（FUNAI Connect）

ネットワーク

チャプター編集／BD書き戻し／画質自動調整ダビング

配色テーマ変更／SeeQVaultTM対応USBハードディスク直接録画

ホームネットワーク

まとめ番組／音声付き早見再生／ゆっくり再生

4K Ultra HDブルーレイ再生／4K/60pアップコンバート／4K動画(MP4)再生 4Kアップコンバートブルーレイ

おすすめ再生

どこでも予約／番組持ち出し／放送中の番組視聴／どこでも視聴／音声リモコン／音声検索

4K動画（MP4）取り込み

注目番組予約／番組検索予約／次回放送番組予約

おまかせ録画／AI録画

映像保存

こだわりまるごと
録画 こだわりまるごと録画／まるごとザッピング／一発保存

AVCHD取り込み

＊HT2030にはビデオ入力
　端子はありません。＊　

約388時間
最長

約258時間
最長

約258時間
最長

約130時間
最長

約64時間
最長



おまかせ録画 お好みの条件を設定しておくと、
自動的に録画してくれます。※1 こだわりまるごと録画 お好きなチャンネルを

1日最大８時間まで録画できる。

録画予約がスムーズ。録り逃しの心配なし！録る
充実の録画機能

2

※1 おまかせ録画で録画された番組は指定のハードディスクの残り容量が少なくなったときに自動的に消去するよう設定できます。 ※2 UT／HT／HWシリーズは、操作画面の配色テーマを変更することができます。（お買い上げ時は黒画面
に設定されています。）くわしくはP.9をご覧ください。 ※3 UT／HTシリーズは3チャンネル、HWシリーズは2チャンネル。 ※4 録画したハードディスクの残り容量により、保持する日数は異なります。 ※5 録画時間帯：19時から22時まで、ハー
ドディスク使用領域：87.5 %にしたときの録画可能時間。まるごと録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い番組から自動で上書き消去します。HT3030の場合。 ※6 まるごと録画のご使用には事前に設定が必要です。 ※7 すべ
てのデジタルビデオカメラとの接続／動作を保証するものではありません。   

AI録画 よく選ぶ番組をAI が分析し、あなた好みの番組を学習。

おすすめの番組を自動で録画2

ドキュメンタリーと報道番組が、お好き
なんですね。関連番組を録画しよう。

報道番組ドキュメンタリー こちらの番組もオススメなので、
録画しておこう！

設定で､｢AI録画｣をオン1

1 条件に合った番組が放送されると･･･【おまかせ録画】画面から検索の条件を設定

4Kビデオカメラで撮影した、お子さまの成長記録などの動画を､劣化さ
せることなく記録･再生可能。運動会、入学式などの思い出を、いつまで
も美しいまま残しておくことができます。

4K動画（MP4）取り込み UTシリーズのみ対応

ビデオカメラで撮った映像を取り込んで、編集可能。懐かしいムービーを
美しいライブラリーとして残せます。その動画をブルーレイディスクや
DVDなどにダビングし、プレゼントすることも可能です。

AVCHD取り込み

同時間帯に録った番組をサッと確認できます。
まるごと録画番組を再生しながら、まるごと録画一覧ボタンを押すと、
同時間帯に録られた、まるごと録画番組を確認できます。

■まるごとザッピング

ずっと残したい番組を､すぐに残しておけます。

■一発保存

カメラで撮った映像をカンタン保存※7

5 6

UT／HT／HWシリーズ UT／HT／HWシリーズ

UT／HT／HWシリーズ

UT／HT／HW／SWシリーズ

お子さまの大切な思い出を保存
小さい頃のお子さまの映像から､最近の映像
まで､ひとつにまとめられます。大切な思い出
を成長記録として残すことができます。

ご両親にお子さまの成長記録をプレゼント
ブルーレイディスクに､お子さまの成長記録を
保存。ご両親にプレゼントすれば、きっと喜ん
でいただけるでしょう。

デジタル
ビデオカメラ
または
デジタルカメラ

残しておきたい
シーンを

ライブラリーに

FUNAI
ブルーレイ

写真・イラストはイメージです。

※2

※2

※2

※2

撮ったままの画質で美しく残せます。

時間帯を指定して、1日最大8時間 最大3チャンネル※3をまるごと録画するので、録り逃す心配がありません。

HT3030の場合

36日前 今日 明日以降それ以前

ゴールデンタイムをまるごと録画すると･･･

地デジ3チャンネル36日間※5の番組を

自動で※6まるごと録画 新しい番組を

自動で録画

容量が
少なくなったら
古い番組を
自動で消去※4※4

ドラマ ドキュメンタリー 報道番組

スポーツ番組 音楽番組 バラエティ

Golden
Time

Golden
Time

22：0022：00

19：0019：00
3チャンネル 

※3

同時に
録画

できます

多彩な予約機能で録画をアシスト。

■注目番組予約 ■番組検索予約 ■次回放送番組予約

おすすめの番組名を表示します。
知らない番組と出会える機会を作ります。

番組表のデータから、
お好みの番組を検索して予約できます。

次回が気になる番組の再生中、録画ボタンを
押して録画日を選ぶだけで録画予約。

番組表から【番組検索】を選んで、出演者／
ジャンル／カテゴリー／フリーワードで検索

自動消去されたくない
番組は･･･

1 録画ボタンを
押すだけで
内蔵ハードディスク
に保存

2

おすすめや話題の番組を表示
初回を観ているとき、次回も録画したいと
思ったら、その場で録画ボタン！

再生中の番組

＊次回放送番組予約
機能は､新番組以外
の番組時も有効です。

UT／HT／HW／SWシリーズ

「ドキュメンタリー」の
「新番組」…録画スタート！

知らない
番組と
出会える

新番組／カテゴリー／出演者／
ジャンルなどで設定

※2

ドキュメンタリーの
新番組があったら

自動で録画してほしい！

学習すると…

録りたい番組を見つけたら、録画ボタンで予約 予約は､次回のみ録画／毎回録画などが
選べます



ホームネットワーク 

7 8

標準 1時間で再生

1.3倍速 約45分※で
再生

1.6倍速 約35分※で
再生

●例えば1時間番組の場合は･･･

シニア

キッズ

ホームネットワーク※8ホームネットワーク※8

有線および無線LANなど

ブロードバンドルーター※7

（市販品）

どこでも予約 ※2 放送中の番組視聴／どこでも視聴
※2 ※3 ※4

番組持ち出し ※4 ※5

うっかり録画予約を忘れても、
外出先からかんたん操作 放送中の番組を外出先でも視聴可能

通信環境を気にせず、録画した
番組をスマートフォンで視聴

家族が録画した番組をみんなで観る。

FUNAIテレビ

お風呂※9で
視聴

キッチンで
視聴

画面はハメコミ合成です。写真・イラストはイメージです。

自分だけの録画番組を一人で楽しむ。

ドラマ新番組 スポーツ

ニュース音楽番組

たくさん録画しても観たい番組がすぐ探せる！ どこでも楽しめる機能が満載！観る ひろがる
お家でも外出先でもかんたん・便利な再生機能

おすすめ再生 観たい録画番組をラクラク探せて、
探す→観るまでがスムーズに！

スマートフォンとリンク スマートフォンとつなげば、
映像ライフの楽しさがますます広がる！

番組ごとにまとめて一覧表示。
録画番組が増えても､探しやすい。
連続番組や関連する番組を､まとめて表示。｢番組
の続きが､どこに録画されているか分からない！」
といった面倒を解消し､快適にご覧いただけます。

■ まとめ番組

忙しい方におすすめ。
1時間番組を約35分※で再生できる。
最高1.6倍速で再生が可能。しかもセリフなど音
声も聴き取りやすくしているため、ドラマのあらす
じだけチェックしたいというときなどに便利です。

■ 音声付き早見再生

録画番組を約0.8倍速で再生。

■ ゆっくり再生

1 予約した番組を録画したら､
自動的に番組を分類して保存。

2 分類した項目ごとに番組名を表示。
だから選びやすい！

※ 再生時間は目安です。番組の内容によって異なる場合があります。

ゆっくりだから
聴き取りやすい！

しっかり聴き取り、
リスニング強化！
語学の勉強に。

スマートフォン連携

※1 UT／HT／HWシリーズは、操作画面の配色テーマを変更することができます。（お買い上げ時は黒画面に設定されています。）くわしくはP.9をご覧ください。 ※2 ご利用にはインターネット接続が必要です。FTTH(光)などのブロー
ドバンド回線を推奨します。また、プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。 ※3 通信事業者の回線を使った「どこでも視聴」や放送中の番組視聴は、多くのパケット通信が必要になることがあります。パケット通信
の利用料金には十分にご注意ください。スマートフォンと本機をホームネットワークに接続して視聴アプリにて機器登録（ペアリング）が必要です。スマートフォン連携を90日間同じホームネットワーク環境下で使用しなかった場合は、ス
マートフォンをホームネットワークに接続し、ペアリング期限を更新する必要があります。外出先から視聴できるのは1台のみです。放送局によっては視聴できない場合があります。 ※4 FUNAI Connectは、接続する機器により対応す
る連携機能は異なります。 ※5 番組持ち出しの方法は当社製品情報サイトの「アプリ」ページをご参照ください。（funai.jp/apps/） ※6 すべてのAndroid™端末において、動作を保証するものではありません。 ※7 接続確認済みブ
ロードバンドルーターについては当社製品情報サイトの「接続確認済み機器」ページをご参照ください。(funai.jp/cs/device/) ※8 ホームネットワーク環境によっては、再生中の映像や音声が途切れる場合があります。また、FUNAIブ
ランドのテレビやレコーダーが対象です。他社製機器との通信を保証するものではありません。 ※9 お客様がお持ちのモバイル機器が、お風呂などでの使用に適した防水仕様であることをご確認ください。

放送中の番組を､FUNAIブルーレイを経
由してスマートフォンで視聴できます。リア
ルタイムの興奮を逃したくないスポーツ
中継などを、いつでもどこでも楽しめます。

外出先からスマートフォンで録画予約
の操作が可能。うっかりした予約忘れや､
放送時間までに帰宅できなくなったと
きも､外出先からすぐに予約できます。

録画した番組のデータをスマートフォン
にダウンロード。電波が届かない場所で
も､録画した番組を高画質で視聴でき
ます。また、SDカード対応のAndroid™
スマートフォンの場合は､番組データを
SDカードに保存できるので、より多くの
番組を気軽に視聴できます。

録画番組を送受信

録画した番組を、リビングや個室のテレビで共有

自分の部屋で視聴リビングで視聴

コンテンツ紹介

4K Ultra HD ブルーレイ再生

４K超高画質映像ソフトのクオリティそのままに。

高解像度 広色域

従来の4倍の画素密度 BT.2020規格
1,920×1,080 3,840×2,160

鮮やかさ

約2倍
きれいさ

約4倍

UT／HT／HWシリーズ

UT／HT／HWシリーズUTシリーズ

UT／HT／HW／SWシリーズUT／HT／HW／SWシリーズ UT／HT／HW／SWシリーズ

録画した番組は､自動的にカテゴリー別に分類して表示します。お目当ての番組探
しに手間取ることなく､観たい番組をすぐに選べ､すぐにお楽しみいただけます。

出演者
表示

カテゴリー表示おすすめ再生画面

録りたい､残したい番組を､
どんどん録画予約！

見逃せない話題作が
Ultra HDブルーレイソフトで登場！

スパイダーマン：
ファー・フロム・ホーム　
4K ULTRA HD & 
ブルーレイセット

（初回生産限定）

ジュマンジ／
ネクスト・レベル 
4K ULTRA HD & 
ブルーレイセット

バック・トゥ・ザ・
フューチャー トリロジー 
35th アニバーサリー・
エディション 4K Ultra 
HD＋ブルーレイ

アナと雪の女王２ 
4K UHD MovieNEX

トイ・ストーリー4 
4K UHD MovieNEX

© 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | 
　 MARVEL and all related character names: © & ™ 2020 MARVEL.
© 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
© 2020 Disney
© 2020 Disney/Pixar

最大100 Mbpsという圧倒的な情報量で、高
解像度の4Ｋ映像（3,840×2,160ピクセル）を
スムーズに処理。最大60p（1秒 60コマ）の高
フレームレートや、8Kも見据えた国際規格

「BT.2020」やHDR（ハイダイナミックレンジ）
にも対応し、Ultra HDブルーレイソフトを映画
館と同じような映像美で楽しめます。 

SWシリーズ  ※シリーズによって表示する画面が異なります。

高輝度
表現力

約10倍
以上

輝度のピーク幅が大きく、明確に再現

専用アプリ「FUNAI Connect」のインストールが必要です。

画面はハメコミ合成です。写真・イラストはイメージです。

スマートフォンの
番組表から
手軽に予約!

外出先からの番組視聴および番組予約はUPnP対応のブロードバンドルーターが必要です。接続確認済ブロードバンド
ルーターについては当社製品情報サイトの「接続確認済み機器」ページ(funai.jp/cs/device/)をご参照ください。

くわしくはWebへ

funai.jp/apps/
対応機種：iOS 11以降のiPhone／iPod touch／iPad Pro／
iPad／iPad mini、Android™ 5.0以降のAndroid™端末※6

FUNAI Connect（フナイコネクト）は純正アプリだ
から機能アップも無料で安心! ※別途通信料がかかります。 

FUNAIブルーレイ

※1 ※1

※1



自分好みの使い方、色 ！々楽しむ
その他の機能 仕様一覧

操作画面の配色テーマを2パターンから選べます。
見やすさ､お好みで切り替えていただくことで､操作がより快適になります。

著作権保護技術「SeeQVaultTM」に対応。録画番組
のSeeQVaultTM対応USBハードディスクへの直接
録画やバックアップ、別のSeeQVaultTM対応機器※2

へのダビングがおこなえます。

録画先にSeeQVault™対応のUSBハードディスクを選べます。
別の場所のテレビやレコーダーで再生するときなどに便利です。

USBハードディスク（外付け）に
ダイレクト録画できます。

操作画面の配色を､お好みで切り替え可能。
見やすい画面で快適に操作できます。

■配色テーマ変更 ■SeeQVaultTM対応USBハードディスク※1直接録画

普段見慣れた黒文字で、
読むストレスを軽減する白画面

反射を抑え、暗い部屋でも
眩しく感じにくい黒画面

お好みで
切り替え

ブルーレイディスクに書きだした
映像を､再度､ハードディスクに移動できる。
ブルーレイディスクにためた映像をFUNAIブルーレイに取り込み､ライブ
ラリーとして再整理できます。

■BD書き戻し

ディスク残量や､番組の再生時間を
気にせずぴったり収めてダビングできる。
ブルーレイディスクの残量と､ダビングしたい録画データを自動的に照
合し､残りディスク容量にぴったりと収められるように画質を自動調整し
てダビングします。

■画質自動調整ダビング

FUNAI
ブルーレイの
録画番組

ブルーレイディスク／
DVD

ディスク1枚に入る容量 容量オーバー

チャプターの自動作成はもちろんシーン消去など編集を手軽におこなえます。

■チャプター編集

再生中チャプター編集

録画番組を観ているとき､お好みの箇所にか
んたんにチャプターマークを作成できます。
｢お好みのシーンを何度も繰り返し楽しみたい｣
といったときに便利です。

チャプター チャプター

自動チャプター分割

番組を録画中､シーンが切り替わるところで､自
動的にチャプターマークを作成し分割します。再
生時､目的のシーンまで素早くスキップできます。
＊録画する番組によって､チャプターマークが正しく作成

されない場合があります。

観るスキップ観る お好みのシーン

チャプター

カット

分 割 分 割

フレーム単位チャプター編集

フレーム単位で､チャプターを作成できます。
｢不要なシーンを､きれいにカットしたい｣
｢シーンのつながりにこだわって編集したい｣
という細かな編集にも対応します。

複数の番組を
1枚にまとめる

ブルーレイディスクレコーダー

ブルーレイディスクプレーヤー

※3 本機は、CATV会社が地上デジタル放送を再送信する際の同一周波数パススルーおよび周波数変換パススルーのすべての周波数に対応しています。くわしくはCATV会社にお問い合わせください。 ※4 SWシリーズは、ブルーレイ
ディスク・DVDに直接録画することはできません。一度本体に録画してからダビングしてください。 ※5 SDカードリーダー（市販品）を使ってUSB接続をする必要があります。 ※6 テレビ用、AVアンプ用。 ※7 SWシリーズには同軸ケーブ
ルは付属しておりません。市販品をお使いください。 ※8 HT／HWシリーズの取扱説明書は簡易版です。SWシリーズには取扱説明書は付属しておりません。当社製品情報サイトの「サポート」ページから、詳細な取扱説明書をご覧いただ
けます。 ※9 ファイナライズ（クローズ）をおこなっていないBD-Rは再生できないことがあります。ディスクの記録状態によってはディスクが読み取れなかったり、正常に再生できないことがあります。 ※10 ディスクの記録状態によっては
ディスクが読み取れなかったり、正常に再生できないことがあります。 ※11 ファイナライズされていないディスクは再生できません。また、ディスクの記録状態によってはディスクが読み取れなかったり、正常に再生できないことがあります。 
●2018年12月に放送開始されたBS・110度CSによる4K・8K放送（新4K8K衛星放送）の受信機能は搭載されておりません。 4K放送のパススルーには対応しておりません。

FBR-UT3000 FBR-HT3030 ／ 2030 FBR-HW2030 FBR-SW1030 ／ 530型　番

型　番

幅×奥行×高さ（突起部有／無）（mm）
質量（kg）
動作時（W）

年間消費電力量（kWh／年）

待機時消費電力

ブルーレイ
ディスク

DVD

CD
USBメモリー

主な付属品 リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、取扱説明書(簡易版)

最大電力（W）
最小電力（W）

外形寸法

再生メディア

端子類

外形寸法

消費電力

消費電力

内蔵ハードディスク容量
映像記録方式
音声記録方式
内蔵ハードディスク
外付けUSBハードディスク
SeeQVault™対応USBハードディスク

内蔵ハードディスク
外付けUSBハードディスク
SeeQVault™対応USBハードディスク

CD
SDカード
USBメモリー
録画予約数
アナログ映像入力端子
アナログ音声入力端子
HDMI出力端子
光デジタル音声出力端子
USB端子
LAN端子
無線LAN内蔵

地上デジタル（CATVパススルー対応※3）
BSデジタル・110度CSデジタル

SDカードスロット
B-CASカードスロット

BD-R（25 GB、Ver.1.1／1.2／1.3準拠）
BD-R DL（50 GB、Ver.1.1／1.2／1.3準拠）
BD-R XL（128 GB／100 GB、Ver.2.0準拠）
BD-RE（25 GB、Ver.2.1準拠）
BD-RE DL（50 GB、Ver.2.1準拠）
BD-RE XL（100 GB、Ver.3.0準拠）
DVD-R（4.7 GB）
DVD-R DL（8.5 GB）
DVD-RW（4.7 GB）

Ultra HDブルーレイ
ブルーレイ3D
BD-Video
BD-R（25 GB、Ver.1.1／1.2／1.3準拠）
BD-R DL（50 GB、Ver.1.1／1.2／1.3準拠）
BD-R XL（128 GB／100 GB、Ver.2.0準拠）
BD-RE（25 GB、Ver.2.1準拠）
BD-RE DL（50 GB、Ver.2.1準拠）
BD-RE XL（100 GB、Ver.3.0準拠）
DVD-Video
DVD-R（4.7 GB）
DVD-R DL（8.5 GB）
DVD-RW（4.7 GB）
DVD-RAM（CPRM） 
音楽用CD／ＣＤ-Ｒ／CD-RW
SD／SDHC／SDXC

BD-Video
BD-R (25 GB、Ver1.1／1.2／1.3準拠)※9

BD-R DL (50 GB、Ver1.1／1.2／1.3準拠)
BD-RE (25 GB、Ver2.1準拠)※10

BD-RE DL (50 GB、Ver2.1準拠)
DVD-Video
DVD-R (4.7 GB)※11

DVD-R DL (8.5 GB)※11

DVD-RW (4.7 GB)※11

音楽用CD／CD-R／CD-RW

アナログ映像出力端子
アナログ音声出力端子
HDMI出力端子
光デジタル音声出力端子
USB端子
LAN端子
無線LAN内蔵
幅×奥行×高さ (mm)
質量 (kg)
動作時(W)
待機時(W)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ー
ー
1
ー
1
ー
ー

280×201×41
約1.0
7.0
0.5

ブルーレイ
ディスク

DVD

ブルーレイ
ディスク

DVD

アンテナ入出力端子 

録画仕様

記録対応
メディア

再生
メディア

チューナー

予約

端子類

3
3

3 TB (3,000 GB)
MPEG-2、MPEG-4 AVC／H.264
ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

           ● (UHS-I)
●

200番組
ー
ー

    2※6

1
1（前面）／1（背面）

1
●（11ac対応）

1

430x260x49／430x250x48
2.95
30

約14.9
約0.05
21.2

3
3

MPEG-2、MPEG-4 AVC／H.264
ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ー
ー
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200番組
1／－
1／－

1
ー

1（前面）／1（背面）
1

●（11a／b／g／n対応）

1

430x212x48／430x202x47
2.5
26

約0.06

2 TB（2,000 GB）3 TB（3,000 GB） 500 GB1 TB（1,000 GB）

2
2

MPEG-2、MPEG-4 AVC／H.264
ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC

●
●
ー

    ●※4

    ●※4

    ●※4

    ●※4

    ●※4

    ●※4

    ●※4

    ●※4

    ●※4

●
●
ー
ー
ー
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

    ●※5

ー
200番組

ー
ー
1
ー

1（背面）
1
ー

ー

430x207x46／430x196x46
2.3
23

約12.3

20.3

2.0
21

約10.1

17.3

地上デジタル：75ΩF型コネクター／BS・110度CS-IF：75ΩF型コネクター

地上・BS・110度CSデジタル共用: 1

2
2

2 TB（2,000 GB）
MPEG-2、MPEG-4 AVC／H.264
ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ー
ー
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

    ●※5

●
200番組

ー
ー
1
ー

1（前面）／1（背面）
1

●（11a／b／g／n対応）

ー

430x212x48／430x202x47
2.5
23

約12.4
約0.06
19.4

FBP-H240

主な付属品 リモコン、単4形乾電池 (2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、同軸ケーブル(地上デジタル放送専用)※7、取扱説明書※8

UT／HT／HWシリーズ UT／HT／HWシリーズ

UT／HT／HW／SWシリーズ

UT／HT／HW／SWシリーズ UT／HT／HW／SWシリーズ

※1 すべてのUSBハードディスクでの録画を保証するものではありません。接続確認済みUSBハードディスクは当社製品情報サイトの「サポート」ページ（funai.jp/cs/）をご参照ください。
※2 SeeQVaultTM対応のFUNAIブランドのテレビやレコーダーが対象です。他社製機器でのご使用を保証するものではありません。

9 10

ＤＶＤ／ＣＤなども再生可能 コンパクトサイズテレビにかんたん接続
テレビにはHDMIケーブル1本、
接続するだけで配線完了です。

横幅 奥行 高さ

280×201×41 mm

ブルーレイディスクプレーヤー

FBP-H240ブルーレイディスクプレーヤー

置き場所に困らないコンパクトサイズ

SeeQVault™対応
FUNAIブルーレイ

SeeQVault™対応
FUNAIテレビ

SeeQVault™対応
USBハードディスク（市販品）

21.0 21.4

約14.1 約13.5
約0.06
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ブルーレイディスクレコーダー
 ／プレーヤー

総合カタログ

●写真・イラストはイメージです。

本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済み製品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
BD22060003

本社／〒574-0013
大阪府大東市中垣内7丁目7番1号

このカタログの内容は
2022年6月現在のものです。

安全に関するご注意

●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
の原因となります。●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説
明書」または「安全・その他のお知らせ」をよくお読みください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名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。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製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。

■ 「オープン価格」の製品は、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。
■ このカタログ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、販売店でお分かりにならないときは、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

船井電機 お客様サポートサイト お客様ご相談窓口のご案内

船井電機
お客様ご相談窓口

取り扱い・修理に関するご質問は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
●転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合

※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

受付時間
9：00～18:00

（年末年始を除く）

通話料
無料

（　　　　　　　　　　　）愛情点検

このような
症状は

ありませんか

ご使用
中止

●長年ご使用の製品の点検を！
熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより部品
が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故に
つながることもあります。

● 映像や音がでない。
● 変なにおいがしたり、煙がでたりする。
● 内部に水や異物が入った。
● 電源プラグやコードに発熱や傷みがある。
● ディスクが傷ついたり、取り出したりできない。
● その他の異常や故障がある。

このようなときは、故 障や 事
故防止のためスイッチを切り、
コンセントから電 源プラグを
抜き、必ずお買い上げの販売
店にご連絡ください。

【無線LANについて】
（FBR-UT3000／FBR-HT3030／FBR-HT2030／FBR-HW2030）
本製品の無線LANが使用する周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療
用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無
線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
無線LANを使用する場合は、以下をお読みください。
1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力
　無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことをご確認ください。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例
　が発生した場合は、すみやかに無線LANの使用を停止し、下記連絡先にご連
　絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）
　についてご相談ください。
3.その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいは、アマチュア無
　線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと
　が起きたときは、下記のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

●本製品背面の定格銘板に記載されている
周波数表示は、以下の内容を示しています。

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の
帯域を回避可能であることを意味する

変調方式がDSSSとOFDM方式

2.4 GHz帯を使用
電波与干渉距離
40 m以下

2.4 DS/OF 4

お買い求めは当店へ

●製品の取り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
窓口までお問い合わせください。

かんたん派も、こだわり派も

映像ライフ、もっと満足

録る・観る・楽しむ
FUNAIブルーレイ

■製品ご理解のために
【地上・BS・110度CSデジタル放送のご視聴について】●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上・BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を

受信するには、サービス会社との契約が必要です。くわしくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●CATV（ケーブルテレビ）の受信はサービス（放送）のおこなわれている地域でのみ可能です。CATVを受信するとき

は、CATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくはCATV会社にご相談ください。●難視対策、電波障害対策、あるい

は集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。くわしくは施設の管理者へお問い合わせください。

【ブルーレイディスクレコーダー／プレーヤーのご使用について】●本機のリージョン番号はブルーレイディスクが「A」、DVDが「2」です。リージョン番号「A」が含まれていないBD-Video、「2」が含まれていないDVD-Videoは再

生できません。●BD-RE Ver.1.0のディスクは使用できません。●コピー制限のある番組はCPRM、AACSまたはSeeQVault™という著作権保護技術に対応した録画機器およびディスクにて録画できます。●ディスクを無断で複製、

放送、上映、公開、演奏、レンタルすることは法律により禁止されています。●製品を分解すると保証が無効となります。●テレビ放送を録画したものは個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

【記録内容について】●ハードディスクは部品特性のため長期的な記録場所として適しておりません。大切な録画内容はブルーレイディスクやDVDにダビングしておくことをおすすめします。●本機の動作中に、衝撃や振動を加え

たり、コンセントを抜いたり停電があった場合は、故障したり録画した内容が損なわれたりすることがあります。●何らかの原因で内蔵および外部記録メディアや外部記録機器にコンテンツを記録できなかった場合や内蔵および外

部記録メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご

了承ください。●記録媒体を搭載または使用する製品の場合は、故障または修理・交換により記録内容が消失などすることがありますが、記録内容の補償はいたしません。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなど

のほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。●私的目的で録画したものでも、著作権者などに無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権侵害となります。

【製品購入時の注意】●「保証書」の記載事項を必ず確認の上、大切に保管してください。●当社は、この製品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。●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた

めに必要な部品です。ただし、製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて】●お客様より船井電機株式会社およびグループ会社にお電話でお問い合わせいただいた場合には、正確にご回答するため、通話内容を記録（録音など）させてい

ただくことがあります。また、折り返しお電話させていただくときのために「発信者番号表示」を採用しています。あらかじめご了承の上、お問い合わせください。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、サービス活動およびその

後の安全点検活動のために、当社のグループ会社および秘密保持契約において厳正に管理された業務委託会社に個人情報を提供させていただくことがあります。

【カタログについてのご注意】●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本カタログに掲載された製品の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上、お選びください。

●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合があります。また、実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●本カタログの画面は、すべてハメコミ合成です。●製品設置画像はイメージです。

【商標について】●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、Blu-ray 3D™（ブルーレイ3D）、Ultra HD Blu-ray™、BD-Live™、BONUSVIEW™、BDXL™、AVCREC™および関連ロゴはブルーレイディス

ク アソシエーションの商標です。●“DVD Logo”はDVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の商標です。●“AVCHD 3D/Progressive”および“AVCHD 3D/Progressive”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社

の商標です。●“AVCHD”および“AVCHD”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●SeeQVault™およびSeeQVaultロゴはNSM Initiatives LLCの商標です。●ドルビーラボラトリーズからの実施権に

基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby AudioおよびダブルD記号は､ドルビーラボラトリーズの商標です。●For DTS patents, see https://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing 

Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | Essential and DTS 2.0+Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © DTS, 

Inc. All Rights Reserved. ●スカパー! および「スカパー! プレミアムサービスLink」ロゴは、スカパーＪＳＡＴ株式会社の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、米国およびその他

の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●TiVo、Gガイド、

G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●Apple、Appleロゴ、iPad、iPhone、iPod touch、iTunes、iTunesロゴは、米国その他の国で登

録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android™、Google Playおよび Google Playロゴは、Google LLCの商標です。●なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場

合でも、これを十分尊重いたします。


