Press Release
2021 年 5 月 19 日
お客様各位
船井電機株式会社
株式会社ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループ独占販売

量子ドットパネル搭載「FUNAI Qdt TV」
まるごと録画 有機 EL テレビ など

「選べる高画質」6 シリーズ全 12 機種を 6 月 5 日（土）より順次発売

品名
まるごと録画
4K 有機 EL テレビ
4K 有機 EL テレビ

シリーズ名
8040
7040
S740

4K 量子ドットテレビ

4K 液晶テレビ

Q540

5040

型番

画面サイズ

価格 (税込)

FE-65U8040

65V 型

440,000 円

FE-55U8040

55V 型

308,000 円

FE-65U7040

65V 型

385,000 円

FE-55U7040

55V 型

253,000 円

FE-48US740

48V 型

209,000 円

FL-65UQ540

65V 型

253,000 円

FL-55UQ540

55V 型

209,000 円

FL-49UQ540

49V 型

176,000 円

FL-65U5040

65V 型

209,000 円

FL-55U5040

55V 型

165,000 円

FL-49U5040

49V 型

143,000 円

発売日

6月5日

6 月下旬
6月5日

8 月下旬

4K 対応液晶テレビ

3040

FL-43U3040

43V 型

44,000 円

6月5日

品名

型番

チューナー数

ハードディスク容量

価格 (税込)

発売日

まるごと録画ハードディスク

FHR-HM2040

地デジ 6ch

2TB

60,500 円

6月5日
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船井電機株式会社は、ヤマダホールディングスグループにて独占販売を行っている FUNAI ブランド製品に新たに「まるごと
録画 4K 有機 EL テレビ」と「4K 量子ドットテレビ」の 2 シリーズを加えた全 6 シリーズ 12 機種のテレビと、今お持ちのテレビを
“まるごと録画テレビ”に変える「まるごと録画ハードディスク」を 6 月 5 日(土)より全国のヤマダホールディングスグループ店舗、
及び、ヤマダウェブコムにて順次発売いたします。
「まるごと録画 4K 有機 EL テレビ」（8040 シリーズ）は、映画などの暗いシーンも高いコントラストで再現できる有機 EL
テレビならではの高画質に加え、地デジ 6 チャンネルの番組を録画予約なしで自動録画でき、1 週間分(※1)の番組を過去
にさかのぼって観ることが可能です。
「４K 量子ドットテレビ（“FUNAI Qdt TV”）」（Q540 シリーズ）は、従来の液晶テレビでは再現できなかった高純度の緑、
青、赤を実現するなど、色域（表示できる色の数）を BT2020 規格で約 10％以上※２向上させるとともに、肌色などの
中間色の自然な再現力を両立したプレミアム液晶テレビです。量子ドットテレビは、量子ドット（直径数ナノメートルの半導体
粒子）を含むモジュールを、青色 LED を光源とするバックライトの放出面に配置し、放出された青い光が量子ドットにより、緑
や赤の光に波長変換されることで、従来の液晶テレビと比べて、より豊かな色再現を実現できるテレビです。
Q540 シリーズはカスタマイズした量子ドットパネルに当社が液晶テレビ開発で長年培ってきた光学設計技術を駆使するこ
とにより、色純度の高い緑色、赤色、青色を発光させる技術の開発に成功、これにより今までの液晶テレビには無かった高画
質を実現しました。
漆黒を美しく描き出す『黒の有機 EL』、明るいシーンを豊かな色彩で再現する『色彩の Qdt TV』、４K の高精細テレビに
求められる広色域化に対応する 2 つのタイプの高画質テレビをお客様の視聴環境によってお選びいただけます。
8040/7040/S740/Q540 シリーズには全サイズに立体音響技術 Dolby Atmos®に対応したハイトスピーカーを搭載。
背面に配置したハイトスピーカーからの音声により、包み込まれるような立体感あふれるサウンドを実現。低音を増強する大容
量ウーファーも搭載し、音質面も大幅に向上しました。ネット機能ではさまざまなアプリをインストールして楽しめる Android
TV™を搭載しました。また番組表から番組配信サービス「TVer」、「TELASA」と連携した「新・つながる番組表」の機能を搭
載いたしました。(FL-43U3040 を除く)
「まるごと録画ハードディスク」は、今お持ちのテレビを”まるごと録画テレビ”に変える商品としてラインアップに加えました。
船井電機は、今後も独自の視点から生み出される高品質かつコストパフォーマンスの高い AV 家電を提供してまいります。

※1: 録画時間帯: すべて(1 時間のメンテナンス時間を除く)、画質設定: 長時間画質にしたときの録画可能時間
※2：当社液晶テレビ 5030 シリーズ比
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■FUNAI 4K まるごと録画有機 EL テレビ 8040 シリーズ特長

1. 1 週間分の番組を、自動で録画「まるごと録画」
 録画予約不要、録り逃しなし
地デジ最大 6 チャンネルの番組を、同時に自動で”まるごと”
録画できます。面倒な録画予約が不要で、録り逃しを気にす
る必要がありません。
 ハードディスク 2TB 内蔵・選べる録画モード
4 つの録画モードを搭載。長時間画質なら、6 チャンネル・1 週間分(※1)のまるごと録画が可能で
す。
2. 有機 EL の特性を活かした高画質処理
 クリアピクス 2 EVO 搭載
新高画質エンジン 「クリアピクス 2 EVO」は、画面の明るさに合わせて色の
補正量を変動させることにより、4K 画質を美しく描写します。明るい部分は
きめ細かさを失わず、また、色ずれがおきやすい暗部は正しい階調と色彩で
表現します。
3. 全身を包み込むような新しい音の世界
 マルチディレクション型 FUNAI サウンドシステムプラス
背面上部にハイトスピーカーを搭載。天井に反射して降り注ぐ
ような立体音響を実現し、フロントスピーカーからはクリアな高
音をダイレクトに届けます。さらに、大容量ウーファー・パッシブラ
ジエーターから響く迫力の低音。総合最大出力 80W のマル
チアンプ駆動により、ハイクオリティなサウンドをご自宅でお楽し
みいただけます。
 Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)対応
世界中の映画作品や劇場で採用されている立体音響技術
「Dolby Atmos」に対応しました。ハイトスピーカーから出力さ
れる音により、まるで映像の世界に入り込んでしまったかのよう
な、力強く感動的なエンタテイメント体験をもたらします。
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4. 多彩な録画・再生機能搭載
 4K 番組も録画できるハードディスク内蔵
テレビ本体にはハードディスク 2TB を内蔵し、BS4K 放送なら約 132 時間
(地上デジタル放送の場合約 258 時間)とたっぷり録画できます。4K 放送は
2 チューナー搭載で裏番組録画にも対応しています。
 新・つながる番組表※2

番組配信サービス「TVer」※3,「TELASA」※4 の番組情報を番組表上

に表示できるようになりました。番組表から観たい番組を選択することで、
それぞれのアプリを個別で起動することなく、配信番組を視聴することが
できます。
※本機能は発売当初、在京民放局および在阪民放局受信地域
(TELASA はテレビ朝日受信地域)のみの対応となります。
※2 電子番組表は、米国 TiVo Corporation が開発した G ガイドを採用しています。
※3 「TVer」は株式会社 TVer が運営する完全無料のサービスです（通信費は除く）。
※4 「TELASA」は TELASA株式会社が運営するサービスです。TELASA をご視聴いただくには月額 618 円(税込)が か
かります。初回 15 日間は無料です。

 おまかせ録画
番組のジャンルや出演者など､お好みの項目を選んでおくと､テレビが該当する
番組を検索し､自動で録画予約します。地デジだけでなく、4K 放送の番組で
もご利用いただけます。
■FUNAI 4K 量子ドットテレビ “FUNAI Qdt TV” Q540 シリーズ特長

-4-

1. 量子ドットパネルで色彩を鮮明に映し出す
量子ドット技術による波長変換を行うことで、従来の液晶テレビでは

再現できなかった高純度の緑、青、赤を実現するなど、色再現力を従来
比約 10％以上向上させるとともに、肌色などの中間色の自然な再現力
を両立させています。

2. 4K 画質を精緻に描ききる、独自開発の高画質エンジン
 クリアピクス 2 EVO 搭載
新高画質エンジン 「クリアピクス 2 EVO」は、画面の明るさに合わせて色の
補正量を変動させることにより、4K 画質を美しく描写します。明るい部分は
きめ細かさを失わず、また、色ずれがおきやすい暗部は正しい階調と色彩で
表現します。

量子ドットフイルム

3. 全身を包み込むような新しい音の世界
 ハイトスピーカー搭載 FUNAI サウンドシステムプラス
背面上部にハイトスピーカーを搭載。天井に反射して降り注ぐよ
うな立体音響を実現し、大容量ウーファー・パッシブラジエーター
から響く迫力の低音。総合最大出力 50W のマルチアンプ駆動
により、ハイクオリティなサウンドをご自宅でお楽しみいただけます。
 Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)対応
世界中の映画作品や劇場で採用されている立体音響技術「Dolby Atmos」に対応しました。ハイ
トスピーカーから出力される音により、まるで映像の世界に入り込んでしまったかのような、力強く感動
的なエンタテイメント体験をもたらします。
4. 多彩な録画・再生機能搭載
 ハードディスク 1TB を内蔵
テレビ本体にはハードディスク 1TB を内蔵し、BS4K 放送なら約 65 時間(地
上デジタル放送の場合約 127 時間)録画できます。4K 放送は 2 チューナー
搭載で裏番組録画にも対応しています。
 新・つながる番組表※2

番組配信サービス「TVer」※3,「TELASA」※4 の番組情報を番組表上

に表示できるようになりました。番組表から観たい番組を選択することで、
それぞれのアプリを個別で起動することなく、配信番組を視聴することが
できます。
※本機能は発売当初、在京民放局および在阪民放局受信地域
(TELASA はテレビ朝日受信地域)のみの対応となります。

 おまかせ録画
番組のジャンルや出演者など､お好みの項目を選んでおくと､テレビが該当する
番組を検索し､自動で録画予約します。地デジだけでなく、4K 放送の番組に
もご利用いただけます。
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■FUNAI 4K 有機 EL テレビ 7040 シリーズ特長
1. 4K 画質を精緻に描ききる、新高画質エンジン 「クリアピクス 2 EVO」を搭載。Dolby Vision などの 3 つ
の HDR 映像方式に対応。
2. 世界中の映画作品や劇場で採用されている立体音響技術「Dolby Atmos」に対応しました。ハイトスピ
ーカーから出力される音により、まるで映像の世界に入り込んでしまったかのような、力強く感動的なエンタ
テイメント体験をもたらします。
3. ハードディスク 2TB を内蔵
BS4K 放送なら約 132 時間(地上デジタル放送の場合約 258 時間)録画、4K 放送は 2 チューナー搭
載で裏番組録画にも対応しています。
■FUNAI 4K 有機 EL テレビ S740 シリーズ特長
1. 4K 画質を精緻に描ききる、新高画質エンジン 「クリアピクス 2 EVO」を搭載。Dolby Vision などの 3 つ
の HDR 映像方式に対応。
2. 世界中の映画作品や劇場で採用されている立体音響技術「Dolby Atmos」に対応しました。ハイトスピ
ーカーから出力される音により、まるで映像の世界に入り込んでしまったかのような、力強く感動的なエンタ
テイメント体験をもたらします。
3. 大きすぎない画面サイズ 48 インチを新シリーズに追加。お客様の視聴環境に合わせたサイズを提案。有
機 EL の高画質を中型サイズでも体験いただけます。
4. 映像を際立たせ、スタンドの存在感も最小限に抑えた、ミニマルデザインです。
■FUNAI 4K 液晶テレビ 5040 シリーズ特長
1. スポーツやアクション映画など速い動きのシーンでも、ブレない倍速駆動パネル搭載。
2. 画質エンジン 「クリアピクス 2 アドバンス」搭載。Dolby Vision などの 3 つの HDR 映像方式に対応。
3. 大容量ウーファ―・パッシブラジエーター搭載。力強く、臨場感あふれる音響を体感。
4. 4K 放送は 2 チューナー搭載で裏番組録画にも対応、1TB のハードディスク内蔵で多彩な録画・再生機
能搭載。
■FUNAI 4K 対応液晶テレビ 3040 シリーズ特長
1. 画質エンジン 「4K クリアピクスリマスター」搭載で地上デジタル放送やブルーレイも 4K 高画質に映し出し
ます。
2. 地デジ・BS・110 度 CS 2 チューナー搭載で裏番組録画が可能。

■FUNAI 「まるごと録画ハードディスク」特長
1. 2TB ハードディスク内蔵
6 チャンネル x 1 週間分(※1)の録画が可能です。
2. 選べる録画モード
高画質・中画質・低画質・長時間画質の 4 つの録画モードを搭載。確保したい録画日数から録画モー
ドを選ぶことができます。
3. かんたん接続・かんたん設定
地デジ専用まるごと録画。ケーブル接続や設定が簡単です。
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■FUNAI テレビ / 主な仕様

外形寸法

型番

FE-65U8040

FE-55U8040

サイズ

65V 型

55V 型

144.9×85.0×6.0

122.8×72.6×6.0

144.9×88.1×29.0

122.8×75.7×29.0

30.9 (36.3)

24.7 (30.1)

幅 x 高さ x 奥行 (cm)
幅 x 高さ x 奥行 (cm)
(付属スタンド取付時)
質量 (kg)

(付属スタンド取付時)

外形寸法

型番

FE-65U7040

FE-55U7040

FE-48US740

サイズ

65V 型

55V 型

48V 型

144.9×85.0×6.0

122.8×72.6×6.0

106.8×61.7×6.1

144.9×88.1×29.0

122.8×75.7×29.0

106.8×64.3×24.1

30.9 (36.3)

24.7 (30.1)

16.2 (16.5)

型番

FL-65UQ540

FL-55UQ540

FL-49UQ540

サイズ

65V 型

55V 型

49V 型

146.5×84.8×10.6

124.6×72.7×9.7

110.8×64.8×9.7

146.5×90.4×30.5

124.6×77.1×24.8

110.8×69.2×24.8

25.4 (26.2)

18.4 (18.9)

15.6 (16.1)

型番

FL-65U5040

FL-55U5040

FL-49U5040

サイズ

65V 型

55V 型

49V 型

146.5×84.8×10.6

124.6×72.7×9.7

110.8×64.8×9.7

146.5×90.1×30.6

124.6×77.4×25.1

110.8×68.5×25.1

25.1 (25.8)

18.3 (18.8)

15.3 (15.9)

幅 x 高さ x 奥行 (cm)
幅 x 高さ x 奥行 (cm)
(付属スタンド取付時)
質量 (kg)

(付属スタンド取付時)

外形寸法

幅 x 高さ x 奥行 (cm)
幅 x 高さ x 奥行 (cm)
(付属スタンド取付時)
質量 (kg)

(付属スタンド取付時)

外形寸法

幅 x 高さ x 奥行 (cm)
幅 x 高さ x 奥行 (cm)
(付属スタンド取付時)
質量 (kg)

(付属スタンド取付時)

外形寸法

型番

FL-43U3040

サイズ

43V 型

幅 x 高さ x 奥行 (cm)

96.9×56.4×8.7

幅 x 高さ x 奥行 (cm)

96.9×60.6×18.2

(付属スタンド取付時)
質量 (kg)

8.2 (8.3)

(付属スタンド取付時)
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■FUNAI まるごと録画ハードディスク / 主な仕様

外形寸法

型番

FHR-HM2040

チューナー数

地デジ 6

内蔵ハードディスク容量

2TB

幅 x 高さ x 奥行 (cm)
(突起部含む)
質量 (kg)

28.5×5.9×21.5
1.6
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■FUNAI テレビ / ラインアップ

本製品の利用には、 Google社の利用規約及びGoogle社のプライバシーポリシーへの同意が必要です。
Google 、Android、Android TVおよびその他のマークはGoogle LLC の商標です。
Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーショ
ンの商標です。
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
電子番組表は、米国TiVo Corporationが開発したGガイドを採用しています。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。

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：

株式会社ヤマダホールディングス

広報部

TEL 027-345-8947
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