
はじめるガイドはじめるガイド
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、最低限の基本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「安全のために必ずお守りください」 P.6 ～ 9 をお読みください。

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

本紙で使用しているイラストはイメージです。

FL - 40HB2000型
番
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1 付属品を確認します。

1 電源プラグがコンセントに挿し込まれていないことを確認します。 
（電源プラグを抜いた状態）

2 miniB-CASカード挿入口に水平に挿し込みます。
下図の様に角が欠けている部分を下にして、カチッとはまるまで押し込んでください。（カードは一部分が見えた状態となります。）

3 ふたをして、ふた専用ネジ(M3×10 mm)を締めます。
ネジにあったプラスドライバーをご使用ください。

欠け部分

ふた（付属品） ふた専用ネジ
（付属品）

付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに（株）ビーエス・
コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

 ● miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。
 ● miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

1 裏ぶたをはずします。 2  をよく確かめて  側から
正しく入れます。

単4形乾電池を2本お使いください。

3 裏ぶたをつけます。

2 リモコンの準備をします。

3 miniB-CASカードを入れます。
デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード（付属品）が必要です。

※最初に本機と付属品のスタンドをスタンド取付ネジで確実に取り付けてください。
本機とスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になります。また、テレビ台や床などが傷つくことがあります。 
取付方法は、取扱説明書の「スタンドを取り付ける」  P.18  または付属品の『スタンドの取り付けかた』をご覧ください。

※スタンド………………… 1台 ※�スタンド取付ネジ
　（M4 × 20 mm）…………… 3本

※�スタンドの取り付けかた
　………………………… 1枚

USBメモリー… ………… 1個

スタンドの取り付けかた

1.

2.

3.

リモコン
（型番： FRM-102TV）……… 1台

単4形乾電池
�(リモコン動作確認用)… …… 2本

miniB-CASカード… …… 1枚 miniB-CASカード�
挿入口のふた　…………… 1個
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ふた専用ネジ
（M3 × 10 mm）……………… 1本

取扱説明書　………………………… 1冊
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はじめるガイド（本紙）　… …………… 1枚 保証書　…………………………………1枚
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1 受信方法はどのタイプですか？

下記以外の場合は、 
取扱説明書をご覧ください。

2 アンテナ端子と分波器を 
同軸ケーブルでつなぎます。
ホームターミナル／レコーダーを 
お持ちの場合は、それぞれの機器
を経由してつないでください。

3 テレビのアンテナ端子に 
つなぎます。

同軸ケーブルを使って
つないでください。

 UHF／BS ･110度CS混合分波器 テレビの地上デジタル、BS/110度CS-IF 
アンテナ入力端子

4 アンテナをつなぎます。
きれいな映像をご覧いただくために、アンテナの接続は正しく行ってください。

※お買い上げ時は、本機側面にある専用
のUSB端子に、あらかじめ挿し込まれ
ています。

本体後面

BS・110度CS
アンテナ

UHF
アンテナ

壁のアンテナ端子

UHF／ BS ･110度CS混合
分波器　（市販品）

同軸ケーブル
（市販品） 地上デジタル入力（右）

BS   /  110度
CS-IF入力（左）

BS･CS

UHF
IN

混合器

ケーブルテレビ

または

本機後面

　A4826JT-40FX……★★★★
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映りが悪い（ブロックノイズが出る）チャンネルがあるとき、
『E202 放送を受信できません。』と表示が出るチャンネルがあるときは

デジタル放送全般については、一般社団法人 放送サービス高度化推進協会（A-PAB）のホームページ　
www.apab.or.jp/ をご覧ください。

「メニュー」→「初期設定」→「地上デジタル設定」→
「受信状態の確認」で受信レベルを確認します。

  24未満のときは次のポイントを確かめましょう。

 アンテナ設置については販売店にご相談ください。

地上デジタル放送
対応のアンテナを
設置していますか？

地上デジタル放送対応のUHF
アンテナが必要です。
※地上アナログ放送用のVHFアンテナ
では受信できません。

アンテナの向きは
正しいですか？

アンテナが、
地上デジタル放送送信所
の方向を向いている必要
があります。

■ 地上デジタル放送に関するご相談・お問い合わせ先 

ケーブルや分配器
などはしっかり接続
しましたか？

心線の曲がりや浅い挿し込みは
受信状態を悪くします。
古い同軸ケーブル・配線器具の
ご使用も受信状態を悪くするこ
とがあります。

これでデジタル放送をご覧いただけます。

かんたん設定

地上デジタル設定

BS/CSデジタル設定

共通設定

初期スキャン 

再スキャン 

チャンネル設定 

アンテナ設定  

 

 

 

 

初期設定初期設定

アンテナの受信レベルを確認します。

5 テレビの電源を入れます。

6 取扱説明書の「かんたん設定をする」 P.30 ～ 32  
にしたがって設定をします。
テレビを見るための設定が「かんたん設定」でかんたんにできます。

1 電源コードをコンセントに挿し込みます。
電源ランプが赤く点灯する（待機状態）までお待ちください。 2 電源ボタンを押します。

電源ランプが点滅後、起動すると緑に点灯し
ます。

コンセント

電源コード

上約15°以内
下約30°以内7m以内7m以内

約30°約30°

リモコン受光部

電源ボタンを押す

リモコン受光部に
正しく向けてください。
使用範囲は角度により
異なります。

1 お買い上げ後、初めて電源を入れると 
かんたん設定画面（下図）が表示されます。

「設定を開始する」が選ばれているので、
そのまま決定ボタンを押します。

2 画面にしたがい、地域設定、地上設定、
BS/CS設定、省エネ設定の順に設定 
します。

正しくお使いいただくために各種設定を行います。
設定を開始する前に以下の準備が終了しているか確認してください。

なお、設定はのちほど、「初期設定」メニューより行えます。

・アンテナ線の接続
・miniB-CAS カードの挿入

あとで設定する

設定を開始する

かんたん設定かんたん設定

地域設定

リモコンの数字ボタンでお住まいの地域の
郵便番号を入力してください。
7桁入力後、「次へ」で決定ボタンを押してください。

地域設定 地上設定 BS/CS 設定 エコ設定 完了

次へ
キャンセル

1 5432

かんたん設定かんたん設定

3 「完了」が選ばれていることを確認し、 
決定ボタンを押します。

完了

かんたん設定を完了します。

設定の修正をする場合は、リモコンのメニューボタンを押して
「初期設定」メニューから行ってください。

完了

地域設定 地上設定 BS/CS 設定 エコ設定 完了

1 5432

かんたん設定かんたん設定
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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 お客様サポートサイト
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）

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 2018年10月現在

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．．．

https://funai.jp/cs/

