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【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。詳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）の行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。詳しくは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。詳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、本機の外形より大きい、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。壁掛けユニット（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頂けますが、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。●同じ部屋の中に当社製のテレビが2台ある場合、赤外線方式を採用したリモコン
による操作では、2台のテレビが同時に反応する場合があります。こうした場合、赤外線方式を採用したリ
モコンには指向性がありますので、できるだけリモコンを操作したいテレビの方向に向けて操作するように
してください。●本機を分解すると保証が無効となります。●液晶テレビは、各種の画面モード切り換え機
能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なる画面モードを選択されますと、オリジナルの
映像とは見え方に差がでます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。●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2画面状態・画面モード切り換え機
能（ワイドモードなど）を利用して画面の圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、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。●業務用など一般家庭以外の使用は、ご
遠慮ください。
【記録内容について】●録画した内容の長期保存は保証いたしかねます。あくまでも一時的な保存場所と
して使用してください。●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、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】●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。海外では使用できない場合もあります。●
本カタログ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ことがあります。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。●Android™、Google Play™およびGoogle Playロゴは
Google Inc.の商標または登録商標です。●SeeQVault™およびSeeQVaultロゴはNSM Initiatives LLC
の商標です。●Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、およびiPod touch 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。●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。

本社／〒574-0013
大阪府大東市中垣内7丁目7番1号

TVL17100003

このカタログの内容は
2017年10月現在のものです。

■「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。

お客様ご相談窓口のご案内

船井電機お客様サポートサイト
●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。

取扱い・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 受付時間（年末年始をのぞく）
月～金 9：00～17:30  土・日・祝日 9：00～17:00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

●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。

テレビ本体に内蔵しているHDD修理に関するご注意
●HDDが故障した場合はHDDの交換修理となります。その場合、HDDの録画内容を新しい
HDDに移すことはできません。また、故障したHDDのコンテンツの復旧や補償はできませんの
で、あらかじめご了承ください。●HDDの交換修理の場合は出張修理による交換が可能です。
ただし故障内容によっては、お預かりになる場合もございます。

安全に関するご注意
製品を安全に使うため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
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放置しないでください。火災、感電、
故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレ
ビが倒れてけがなどの原因になることがあります。

※11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/メモリーで録画した時間。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SeeQVaultTM対応ハードディスクが必要です。ご使用時はSeeQVaultTM用として初期化
が必要です。※9 HDMI入力1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日の平均視聴時間で算出した、1年間に使用する電力量です。 

地上デジタル
BSデジタル/110度CSデジタル

6※1

6※1

3,840×2,160（4K）
クリアピクスエンジン4K HDR

●※3

4Kクリアピクスリマスター
ブリリアントワイドカラー

倍速駆動
2（フルレンジ）
12W + 12W

sonic emotion ABSOLUTE 3D
●/●

〈通常録画〉約389時間、〈まるごと録画〉約2.5日
〈通常録画〉約276時間、〈まるごと録画〉約2日

〈通常録画〉約513時間
〈通常録画〉約769時間、〈まるごと録画〉約6日
〈通常録画〉約1,100時間、〈まるごと録画〉約8日
〈通常録画〉約1,511時間、〈まるごと録画〉約12.5日
〈通常録画〉約1,884時間、〈まるごと録画〉約14日

3TB
●

●（最大5チャンネル）※5

●（2番組同時対応）※5

●/●※5

●（最大4台）※7

●
●

●（ファンリンク）
●/●
●

●（11ac対応）
●

●（視聴機能）
●（クライアント/サーバー）
3（HDCP2.2/ARC対応※9）

1
1（アナログ音声出力兼用）

1
3（まるごと録画用/通常録画用/

USBメモリー用）
1

2※2

2※2

3,840×2,160（4K）
クリアピクスエンジン4K HDR

●※3

4Kクリアピクスリマスター
ブリリアントワイドカラー

倍速駆動
2（フルレンジ）

sonic emotion ABSOLUTE 3D
●/●

〈通常録画〉約60時間
〈通常録画〉約43時間

ー
ー
ー
ー
ー

500GB
●
ー
●
ー/ー

●（最大3台）
●（アップデート対応）

●
●（ファンリンク）

●/●
●

●（11ac対応）
●
●

●（クライアント）
4（HDCP2.2/ARC対応※9）

1
1（アナログ音声出力兼用）

1
2（HDD録画用/
USBメモリー用）

1
286
0.6
215
159％

193
0.4
175
195％

258
0.4
219
156％

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）

転倒防止用バンド、miniB-CASカード（2枚）、取扱説明書

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）、

転倒防止用バンド、miniB-CASカード、取扱説明書

チューナー

画質

音質・
音声機能

録画時間※4

録画/再生

便利機能

入出力端子

消費電力

型番

有効画面サイズ

解像度（水平×垂直）
画質エンジン
HDR映像対応
4K超解像
広色域
倍速機能
スピーカー
実用最大出力（JEITA）
音声技術
はっきり音声/ぴったり音量

地上デジタル
BSデジタル/110度CSデジタル
AF（2倍）
AN（3倍）
AS（4倍）
AL（5.5倍）
AE（7倍）

内蔵ハードディスク容量
USBハードディスク録画対応
まるごと録画
裏番組録画
おすすめ再生/おまかせ録画
USBハードディスク同時接続※6

SeeQVault™対応※8

USBメモリー再生（動画/写真）
HDMI-CEC
明るさセンサー/おやすみタイマー
オンタイマー
無線LAN内蔵
動画配信サービス
スマホ連携
ホームネットワーク

HDMI入力端子
ビデオ入力端子
ヘッドフォン端子
光デジタル音声出力端子

USB端子

LAN端子
消費電力（W）
待機時消費電力（W）
年間消費電力量（kWh/ 年）
省エネ基準達成率

スタンドあり
スタンドなし

28.0
26.6

28.8
28.1

26.5
25.6

DR

HD画質

入力端子

出力端子

その他

主な付属品

外形寸法図（cm）

質量（kg）

6000シリーズ 5000シリーズ
FL-65UA6000

65V

FL-65UP5000

65V

4100シリーズ
FL-65UD4100

65V

10W + 10W 12W + 12W

33.0

10.4

92
.3

146.0

89.2

83
.5
 

30.1

6.1

89
.7

145.7

118

84
.6

26.4

10.4

90
.7

146.0

67.9

83
.5
 

機能・仕様一覧

※

お買い求めは当店へ



5チャンネル2週間分の番組を、まるごと録画できる、
高画質&高音質のプレミアムテレビ。

シリーズ6000 プレミアム4K

録り逃しの心配は、もういらない。いつでもどこでも見られる65v型テレビ。

スリムでスマートなデザインにHDDを内蔵し、録画もできる高画質4Kモデル。

壁掛け設置※9にも対応する薄型デザインで、より自由なレイアウトが可能に。

スリムハイグレード4K

高画質映像が楽しめる4Kハイグレードモデル。HDD内蔵で、これ1台で録画も可能。

リビングを高品位に飾る色と音、インテリア性あふれるスマートな佇まい。

ハイグレード4K

圧倒的大画面、本物以上のリアリティ。

録り逃さない いつでも見られる
まるごと録画 

もう予約操作は必要なし！2週間分※2の番組を､自動で録画。
最大5チャンネル2週間分の番組を自動的に録画。録画予約など、面倒な操作不要。
見逃しや録画し忘れをなくし、お好みの番組を好きな時間に楽しんでいただけます。

買ってすぐ、たっぷり録画できる！

●外形寸法（約）：幅145.7×高さ89.7×奥行30.1cm（スタンド部含む）
●質量（約）：28.8kg（付属スタンド取付時）

〈4K対応〉 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

FL-65UP5000
オープン価格65V

〈4K対応〉 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

●外形寸法（約）：幅146.0×高さ90.7×奥行26.4cm（スタンド部含む）
●質量（約）：26.5kg（付属スタンド取付時）

FL-65UD4100
オープン価格65V

※1 3,840×2,160画素。4K対応テレビは2018年から放送予定のBS・110度CSによる4K・8K放送は受信できません。今後発売される別売の対応チューナーが必要です。
※2 録画チャンネル数：5、録画モード：AE、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。まるごと録画のご使用には事前に設定が必要です。
※3 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。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。90日を超えて使用する場合、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 番組持ち出しの方法は当社ホームページをご参照ください。funai.jp/apps/

※5 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、多くのパケット量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ご注意ください。また、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。
※6 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。動作確認済ブロードバンドルーターについては当社サポートサイトをご参照ください。funai.jp/cs/
※7 別途通信料がかかります。  ※8 すべてのAndroidTM端末において、動作を保証しているわけではありません。
※9 設置には壁掛けユニット（市販品）が必要です。また、壁掛けした際は一部の入力端子が使用できない場合があります。
※10内蔵ハードディスクで地上デジタル(HD)放送を録画できるおよその時間。

録画した番組を､出演者やジャンルなどお好みの項目で自動的に分類・整理し、
一覧表示します。観たい番組がすぐに探し出せ､再生できます。

おすすめ再生 

録りため過ぎても困らない！録画番組が､すぐに見つかる。

予約操作なしの自動録画 過去の番組から選択・再生

※1 ※1

※1

スマホでどこでも

録画した映画をスマホに移
せば、電波の届かない場所
でも高画質シアターに！

番組持ち出し※4

昨夜録画したビジネス
ニュースを通勤途中にスマ
ホで再生！

どこでも視聴※5

外出中でも、生放送をスマ
ホで視聴。スポーツ中継の
ヤマ場は絶対、見逃さない！

放送中の番組視聴
「予約し忘れた！」でも大丈夫！
外からスマホでササッと操作。
（アップデート対応予定）

どこでも予約※6

FUNAIなら、スマホとの連携※3で多彩な視聴が楽しめます。

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※7で安心!

funai.jp/apps/
>詳しくはWEBへ

FUNAI Connectの対応機種→iOS 8.0以降のiPhone/
iPod touch/ iPad、AndroidTM 4.4以降のAndroidTM 端末※8です。

410065V

5000

地上デジタル放送が
約60時間※10録画できる
HDD内蔵。

HDD搭載

500GBUSB-HDD対応

地上デジタル放送が
約60時間※10録画できる
HDD内蔵。

HDD搭載

500GBUSB-HDD対応

〈4K対応〉 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

●外形寸法（約）：幅146.0×高さ92.3×奥行33.0cm（スタンド部含む）
●質量（約）：28.0kg（付属スタンド取付時）

FL-65UA6000
オープン価格65V

2週間分※2の番組を
保存できる大容量3TBの
HDD内蔵。

HDD搭載

3TBUSB-HDD対応

65VNEW

シリーズ 65V

シリーズ 65V
NEW NEW NEW

NEWNEW NEW

NEW

NEW


