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ヤマダ電機グループ独占販売。FUNAI ブランドに新機種追加

FUNAI 4K 対応テレビ 2 機種、ブルーレイディスクレコーダー2 機種を発売

FUNAI 4K 対応テレビ FL-65UA6000 (左) / FL-65UD4100(中) / FUNAI ブルーレイディスクレコーダー FBR-HX3000 (右)

船井電機は、2017 年 6 月にヤマダ電機グループで独占販売を開始した FUNAI 4K 対応テレビの 6000 シリーズおよび 4100
シリーズに、それぞれ 65V 型を追加、また FUNAI ブルーレイディスクレコーダーに 2 機種を追加し、11 月 3 日より発売致します。
FUNAI 4K 対応テレビの新製品「FL-65UA6000」は、3TB の HDD を搭載し、最大 5 チャンネル 2 週間分の番組を自動
録画できる「まるごと録画」に対応、「FL-65UD4100」は最大 60 時間の録画ができる 500GB の HDD を搭載した、4K ハイグ
レードモデル。 どちらも、HDR 高画質に対応し、大画面で迫力ある映像が楽しめる 65V 型となり、FUNAI 4K 対応テレビの最
大画面サイズである 65V 型において、6000 シリーズ、5000 シリーズまたは 4100 シリーズと選択肢がより一層広がります。
FUNAI ブルーレイディスクレコーダーの従来シリーズである HT シリーズ及び HW シリーズに加えて、新たに HX シリーズを追加致
します。新たなラインアップに加わる HX シリーズ「FBR-HX3000」および「FBR-HX2000」の 2 機種は 6 チューナーを搭載し、自
動的に録画できる「おまかせ録画」機能をより進化させ、6 番組同時自動録画に対応しました。
また、新機能として、指定した 6 つの放送局で放送される番組を録画できる「こだわりまるごと録画」機能や、こだわりまるごと録
画した番組を観ながら別の番組を探せる「まるごとザッピング」機能を搭載しました。
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■新商品概要
品名
型番

地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ
FL-65UA6000

FL-65UD4100

65V 型

65V 型

価格

オープン価格

オープン価格

発売日

11 月 3 日

11 月 3 日

画面サイズ

品名
型番

ブルーレイディスクレコーダー
FBR-HX3000

FBR-HX2000

6

6

3TB

2TB

価格

オープン価格

オープン価格

発売日

11 月 3 日

11 月 3 日

チューナー
ハードディスク容量

■FUNAI 4K 対応テレビ特長
1．充実の録画機能 FUNAI は全機種録画機能を搭載！
 FL-65UA6000 は 3TB、FL-65UD4100 は 500GB の HDD を内蔵。
お買い上げのその日から、好きな番組が録画できます。
 FL-65UA6000 はまるごと録画対応。
最大 5 チャンネル 2 週間分の番組を自動的に録画し、お好みの番組を好きな時間に楽しめます。
2．4K 高画質 4K+HDR+倍速。基本高画質スペックが充実！
 4K 画質を精緻に描き上げる高画質エンジン “クリアピクスエンジン 4K HDR”を搭載。
広色域パネルと相まって、コントラストや鮮やかさを強調しつつも、色飽和を抑えた緻密で高品位な画質で、
リアルな色を再現。
3．スマートボディでも高音質で、迫力のある重低音！
4．快適な操作性 ワンプッシュで話題のネットコンテンツにすぐつながる！
 FUNAI のリモコンは 4 つの動画配信サービスのボタンを搭載。
話題の 4K 動画サービスもワンプッシュで起動できます。
5．スマホやタブレットとの連携 外出先でテレビ放送や録画した番組が楽しめる！
 専用アプリ “FUNAI Connect”を使用すると、FL-65UA6000 で録画した番組をスマホやタブレットで視聴できます。
スマホやタブレットにダウンロードすればいつでもどこでも番組を楽しめます。
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■FUNAI テレビ / ラインアップ
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■FL-65UA6000/FL-65UD4100 [主な仕様]

※1 1 つは視聴専用、3 つはまるごと録画専用、2 つはまるごと録画/通常録画兼用のチューナーとなります。
※2 1 つは視聴専用、1 つは録画専用のチューナーとなります。
※3 Ultra HD ブルーレイプレイヤーの HDR 映像、および Netﬂix、ひかり TV などの動画配信サービスの HDR 映像に対応しています。
※4 内蔵ハードディスクで録画した時間。6000 シリーズの通常録画はまるごと録画の HDD 使用領域：0％にした時の録画可能時間、まるご
と録画は録画チャンネル数：5、録画時間帯：終日、HDD 使用領域：87.5％にした時の録画可能時間。
※5 通常録画用チューナーはまるごと録画と兼用です。5 チャンネルをまるごと録画中は通常録画やおまかせ録画はできません。
※6 USB ハードディスクの同時接続には USB ハブが必要です。USB ハブを使用する場合は、USB ハブに電源供給する必要があります。
※7 まるごと録画用端子は USB ハブに対応していません。まるごと録画用端子に USB ハードディスクを直接接続してください。
※8 市販の SeeQVault™対応ハードディスクが必要です。ご使用時は SeeQVault™用として初期化が必要です。
※9 HDMI 入力 1 のみ
※10 年間消費電力量は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に基づき、一般家庭の 1 日の平均視聴時間で算出した、1 年
間に使用する電力量です。
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■FUNAI ブルーレイディスクレコーダー特長
1．好きな番組の放送時間が重なっても録り逃さない 6 番組同時録画対応！(地デジ/BS/CS を含む)

2．6 番組同時録画に対応した「おまかせ録画」
 ジャンルや出演者など、お好みの項目を選んでおくと自動的に録画します。

3．放送局を指定して録画できる「こだわりまるごと録画」

 最大 6 つの放送局から時間帯を指定して自動で番組を録画するので、録り逃す心配がありません。
 こだわりまるごと録画した番組は好きな時間にいつでも観られます。
 古い録画番組から自動消去されるので、番組消去の手間を掛けずに新しい番組が自動で録画されます。
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4．こだわりまるごと録画した番組を快適に探せる「まるごとザッピング」


こだわりまるごと録画した番組を観ながら、裏番組や次に再生する番組を探せます。

5．録りため過ぎても困らない便利な再生機能！
 自動分類で観たい録画番組が探しやすい「おすすめ再生」
 録画番組を 1.3 倍または 1.6 倍ですばやく視聴できる「音声付き早見再生」
6．充実のスマホ連携！
 録画した番組を外出先で再生できる「どこでも視聴」
 電波の届かない場所でも録画番組を楽しめる「番組持ち出し」
 放送中の番組をスマホやタブレットに転送して視聴可能な「放送中の番組視聴」
 スマホやタブレットでラクラク！「番組表」、「番組検索」
 話題の番組を見逃さない「注目番組」
 気になる番組を見つけたら「どこでも予約」
 Android™をお使いの方はさらに便利に。「SD カードへの番組持ち出し」、「音声付き早見再生※11」
7．録画機能も充実！
 新番組・ドラマの初回を見逃さない「新番組おまかせ録画」
 SeeQVault™対応 HDD への直接録画に対応。録画時間が増やせる上に、録画番組のバックアップも可能です。

■FUNAI ブルーレイディスクレコーダー / ラインアップ
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■FBR-HX3000/FBR-HX2000 [主な仕様]

※11 Android™ 6.0 以降のみ
※12 表示値は JEITA 基準による算出式を基に算出した参考値です。

詳細は、FUNAI 製品のウェブサイトをご参照ください。 funai.jp

【お問い合わせ】
製品に関するお問い合わせ：

船井電機株式会社

IR・広報室

TEL 072-870-4395

販売に関するお問い合わせ：

株式会社ヤマダ電機

広報部

TEL 027-345-8947
以上
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