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地上・BS・���度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

231

大容量ハードディスク内蔵高画質液晶テレビ

インテリア性の高いホワイトモデル

70

約��時間※の番組を保存できる
大容量��� GBのハードディスク内蔵。

レコーダーなしで、お買い上げのその日から、
お好きな番組が録画できます。
HDD搭載
USBハードディスク録画にも対応。

��� GB

※内蔵ハードディスクで地上デジタル放送
（HD放送）
を録画できる
およその時間。

�チューナー搭載で、
裏番組録画に対応。

地上／ BS・���度CSデジタル放送
チューナーを�基搭載しているため、
視聴している放送番組とは別の番組
の録画が可能です。

素敵なインテリアにぴったり。

録画中の
裏番組

視聴中の
番組

白を基調とし、モダンなお部屋に馴染むデザイン。
リモコンやケーブルも白で統一しているため、白を活かしたインテリアを
楽しむことができます。
詳細はWebサイトでご確認いただけます。

funai.jp/tv/����/

機能・仕様一覧

型番

FL-40H2020W

有効画面サイズ
チューナー
映像
音声機能

2 ※1

BS･110度CSデジタル

2 ※1

解像度（水平×垂直）

1,920 × 1,080

スピーカー

フルレンジ × 2

実用最大出力
（JEITA）

8W ＋ 8W

ぴったり音量
録画/再生 USBハードディスク録画対応

便利機能

その他

消費電力

●
500 GB
（録画時間 約65時間 ※2）
●（最大4 TB）

裏番組録画

●

ファンリンク
（HDMI-CEC）

●

おやすみタイマー

●

オンタイマー

●

HDMI入力端子

3（ARC対応 ※3）

ビデオ入力端子

1

入出力端子 出力端子 ヘッドホン端子

地上デジタル

内蔵ハードディスク容量

入力端子

40V

質量
外形寸法

※1 1つは視聴専用、
残りは録画専用のチューナーとなります。 ※2 内蔵ハードディスクで地上デジタル放送
（HD放送）
を
録画できるおよその時間。実際の録画時間は放送の伝送レートにより異なる場合があります。 ※3 HDMI入力1のみ対応。
※4 データ放送の双方向通信のみ。
●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（4.5時間）で
算出した、
一年間に使用する電力量です。

1

USB端子

1（HDD録画用）

LAN端子

1 ※4

消費電力
（W）

65

待機時消費電力
（W）

0.1
70

年間消費電力量（kWh/年）
省エネ基準達成率（%）

231

スタンドあり
（kg）

10.2

スタンドなし
（kg）

9.1

スタンドあり
（cm）

幅91.4 × 高さ56.9 × 奥行19.4

スタンドなし
（cm）

幅91.4 × 高さ53.6 × 奥行9.5

主な付 属 品

標準スタンド、
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、取扱説明書

■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デジタル放送用アンテナの接続が必要です。
●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。
【テレビ設置上の注意】●不安定な場所に置かないでください。
台の上に設置するときは、
平坦ですべりにくい、
テレビ本体の外形より大きい、
変形しない台の上に置いてください。
●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。
壁掛け金具
（市販品）
についても同様にご相談ください
（家屋の構造によっては、
取り付けられない場合があります）
。
【液晶テレビご使用について】●テレビを見るにはAC電源、
アンテナへの接続などが必要です。
●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、
99.99 ％以上の有効画素がありますが、
0.01 ％以下の画素欠けや常時点灯するものがありま
すので、
あらかじめご了承ください。
●屋外で使用の場合は、
日差しの加減で見えにくい場合があります。
●テレビゲームをお楽しみいただけますが、
原理上、
光線銃などを使い、
画面を標的にするゲームは使用できません。
また、
ゲームによっては、
動きの速いシーンにおいて、
反応が遅延する場合があります。
●テレビを分解すると保証が無効となります。
●テレビは各種の画面サイズ切り換え機能を備えています。
番組などソフトの映像比率と異なる画面サイズを選択されますと、
オリジナル
の映像とは見え方に差がでます。
この点にご留意のうえ、
画面サイズをお選びください。
●テレビを営利目的または公衆に視聴されることを目的として、
喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切り換え機能
（ワイドモードなど）
を利用して画面の
圧縮、
引き伸ばしなどをおこないますと、
著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
【製品購入時の注意】●
「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。
●当社は、
この製品の補修用性能部品を製造打切り後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。
【リーフレットについてのご注意】●テレビの｢○○V｣は、
有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
●本リーフレットに掲載されている製品は日本国内仕様です。
海外では使用できない場合もあります。
●本リーフレットに掲載された
機種の中で、
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。
●本リーフレットの
画面は、
すべてハメコミ合成写真です。
●製品設置画像はイメージです。
テレビを見るには、
AC電源、
アンテナへの接続などが必要です。
【商標について】●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。
●HDMIとHDMI High-Deﬁnition Multimedia Interface 用語およびHDMI ロゴは、
米国およびその他国々において、
HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
●For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.●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。

船井電機 お客様サポートサイト

funai.jp/cs/

●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電話をお願いいたします。

本社／〒574-0013 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号

お客様ご相談窓口のご案内
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

船井電機
お客様ご相談窓口

通話料
無料

受付時間

9：00〜18:00

（年末年始を除く）

※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

■ 「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。
■ このリーフレット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。
■ 記載内容は2021年1月現在のものです。

