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Press Release      
 

2019 年 7 月 10 日 
お客様各位 

船井電機株式会社 
株式会社ヤマダ電機 

 

ヤマダ電機グループ独占販売 『FUNAIブランド』 
2019年モデル・ラインアップ刷新 

『4Kで観る。4Kで録る。』 薄型テレビ 4シリーズ全 7機種を 7月 20日(土)発売 
 

 
FUNAI 有機 EL テレビ FE-65U7020 

 

 

船井電機は、ヤマダ電機グループにて独占販売を行っている『FUNAI ブランド』のラインアップを刷新し、2019 年
の新モデルとして 4K 有機 EL テレビならびに 4K 液晶テレビ 4 シリーズ全 7 機種を追加、7 月 20 日(土)から   
ヤマダ電機グループ全店舗※1 にて発売いたします。 

 
(※1) 一部取扱のない店舗がございます。ご注文により、お取り寄せにて対応いたします。 
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『FUNAI ブランド』4K 有機 EL テレビ 7020 シリーズは、4K チューナーを 2 基搭載することで、4K 放送を観な
がら別の 4K 放送が録画できるテレビです。これは、4K 放送が録画できるハードディスクを内蔵した、日本で唯一※2

の有機 EL テレビとなります。もちろん、4K 放送だけでなく、地上デジタル放送の番組も裏録可能で、かつ 1 台の
内蔵ハードディスクへ 4K/地上デジタル放送を区別することなくシームレスに録画することができます。さらに、従来の
モデルから搭載している、登録した出演者などの番組を自動で録画する「おまかせ録画」や、録画番組をジャンル別
に自動で分類することで再生したい番組がすぐ見つかる「おすすめ再生」も 4K 放送に対応しています。 

また、液晶テレビのシリーズにも、4K チューナーを搭載した上位モデル 4120 シリーズ、4020 シリーズ、本年 4K
シンプルモデルとしてご好評いただいております 4K 対応の 3010 シリーズに迫力の大画面 55 インチとさまざまな  
シーンでお使いいただきやすい 43 インチを加えた 3020 シリーズを揃えました。 

 
(※2) 2019 年 6 月末時点、自社調べ。 

 
■新商品概要 
◇テレビ製品 

品名 シリーズ名 型番 画面サイズ 価格(税別) 発売日 
4K チューナー内蔵  

有機 EL テレビ 
7020 シリーズ 

FE-65U7020 65V 型 379,800 円 

7 月 20 日 

FE-55U7020 55V 型 249,800 円 

4K チューナー内蔵  
液晶テレビ 

4120 シリーズ FL-55U4120 55V 型 159,800 円 

4020 シリーズ 
FL-49U4020 49V 型 109,800 円 
FL-43U4020 43V 型 99,800 円 

地上・BS・110 度 CS デジタル
液晶テレビ 

3020 シリーズ 
FL-55U3020 55V 型 79,800 円 
FL-43U3020 43V 型 44,800 円 

 

  

■FUNAI 4K有機 ELテレビ 7020シリーズ特長 
1．4K を観ながら、4K を録る 

 2018 年 12 月から開始された新 4K 衛星放送が受信できるチューナーを 2 基搭載し、視聴中の 4K
放送の番組とは別の番組を録画できます。４K 放送も地上デジタル放送の番組も内蔵したハードディ
スクに一緒に録画することが可能です。 
 

2．有機 EL の特性を活かした高画質処理 
 あらゆる映像をさらに美しく、精細に映し出す高画質エンジン “クリアピクスエンジン 4K HDR OLED Z”

を搭載。 
多数の画像パターンを解析・学習したデータベースを構築した高画質エンジンを搭載することにより、 
精細感が向上し、なめらかな階調表現で映像を再現することができます。 
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3．フロントスピーカーが響かせる、迫力あるサウンド 
 2.2ch OLED フロント型 FUNAI サウンドシステム 

正面向きに配置したフルレンジスピーカーと、大容量のウーファーを搭載。総合最大出力 50W のマルチ
アンプ駆動で、2.2ch の立体的な迫力サウンドを響かせます。 

 
4．映像だけを際立たせるミニマルデザイン 

 正面から見えない位置にスタンドを配置 
さらに、本体をわずかに浮かせることで「映像だけがそこにある」ようなデザインを追求しました。 

 
5．多彩な録画・再生機能搭載 

 有機 EL テレビ初※2、ハードディスク内蔵 4K 放送裏番組録画機能搭載 
1TBのハードディスク内蔵で、BS4K放送なら最大約65時間(地上デジタル放送の場合最大約128
時間)録画できます。 

 おまかせ録画 / おすすめ再生 
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
画予約する「おまかせ録画」。録画した番組をカテゴリー別に自動的に分類し、録画番組がいっぱいに
なっても、観たい番組をすぐに探し出して再生できる「おすすめ再生」。どちらの機能も 4K 放送の番組
にも有効です。 

 スカパー！プレミアムサービス Link※3 対応 
スカパー！プレミアムサービスチューナーと接続すれば、スカパー！プレミアムサービスの番組を内蔵HDD
に保存できます。 

 音声付き早見再生/ゆっくり再生 
録画番組を 0.8 倍速、1.3 倍速、1.6 倍速で再生が可能。セリフなどの音声が聴き取りやすい処理
をしているため、忙しいときやしっかり聴き取りたいときなどに便利です。 

 
(※2) 2019 年 6 月末時点、自社調べ。 
(※3) スカパー!プレミアムサービス Link 対応チューナーと視聴契約が必要です。 

 
6．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 5 つの動画配信サービスのボタンを搭載。無料動画サービスの「YouTube」、
「AbemaTV」は大きめのボタンを採用し、どなたにでもかんたんに動画サービスを楽しんでいただけます。 
 

7．スマホやタブレットとの連携 
 専用アプリ “FUNAI Connect”を使用すると、外出先からの録画予約などがおこなえます。4K 放送

の録画予約にも対応しています。 
 

8．日本製。安心の「JAPAN QUALITY」 
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■FUNAI 4K液晶テレビ 4120シリーズ特長 
1．4K チューナー2 基搭載で、4K 放送を観ながら、4K 放送が録れる 
2．倍速駆動搭載。スポーツやアクション映画など動きの速いシーンでも、ブレずに、くっきりとした映像を表現 
3．クリアピクスエンジン 4K HDR PLUS 搭載。Dolby Vision®（ドルビービジョン）などの 3 つの HDR 映像 

方式に対応 
4．1TB のハードディスク内蔵で多彩な録画・再生機能搭載。4K 放送にも対応 
5．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！ 
6．スマホやタブレットとの連携で、外出先からも録画予約が可能 

 
 
■FUNAI 4K液晶テレビ 4020シリーズ特長 
1．4K チューナー2 基搭載で、4K 放送を観ながら、4K 放送が録れる 
2．クリアピクスエンジン 4K HDR PLUS 搭載。Dolby Vision®（ドルビービジョン）などの 3 つの HDR 映像 

方式に対応 
3．1TB のハードディスク内蔵で多彩な録画・再生機能搭載。4K 放送にも対応 
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！ 
5．スマホやタブレットとの連携で、外出先からも録画予約が可能 

 
 
■FUNAI 4K対応液晶テレビ 3020シリーズ特長 
1．4K 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 
2．臨場感と機器やすさを両立した Sonic Emotion PREMIUM 
3．2 チューナー搭載で裏番組録画が可能 
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■FUNAI テレビ / 主な仕様 
型番 FE-65U7020 FE-55U7020 
サイズ 65V 型 55V 型 
外形寸法  
(幅 x高さ x奥行) 

144.9×85.0×4.6 cm 122.8×72.6×4.6 cm 

外形寸法  
(幅 x高さ x奥行) 
(スタンド部含む) 

144.9×85.4×26.7 cm 122.8×73.1×26.7 cm 

質量  
(付属スタンド取付時) 

28.2 kg (43.2 kg) 22.2 kg (33.7 kg) 

消費電力 (待機時) 480 W (0.4 W) 340 W (0.4 W) 
年間消費電力量※4 291 kWh/年 213 kWh/年 

 
型番 FL-55U4120 FL-49U4020 FL-43U4020 
サイズ 55V 型 49V 型 43V 型 
外形寸法  
(幅 x高さ x奥行) 

124.6×72.7×8.3 cm 110.9×64.8×8.3 cm 97.5×57.3×9.6 cm 

外形寸法  
(幅 x高さ x奥行) 
(スタンド部含む) 

124.6×76.0×25.6 cm 110.9×68.1×25.6 cm 97.5×60.5×25.6 cm 

質量  
(付属スタンド取付時) 

16.0 kg (16.2 kg) 13.0 kg (13.2 kg) 10.8 kg (11.0 kg) 

消費電力 (待機時) 177 W (0.4 W) 131 W (0.4 W) 123 W (0.4 W) 
年間消費電力量 142 kWh/年 114 kWh/年 113 kWh/年 
 
型番 FL-55U3020 FL-43U3020 
サイズ 55V 型 43V 型 
外形寸法  
(幅 x高さ x奥行) 

123.8×71.6×8.7 cm 96.9×56.4×8.7 cm 

外形寸法  
(幅 x高さ x奥行) 
(スタンド部含む) 

123.8×76.7×22.5 cm 96.9×60.6×18.2 cm 

質量  
(付属スタンド取付時) 

11.7 kg (11.8 kg) 8.2 kg (8.3 kg) 

消費電力 (待機時) 100 W (0.4 W) 82 W (0.4 W) 
年間消費電力量 118 kWh/年 105 kWh/年 

 
(※4) 2019 年 6 月現在、有機 EL テレビは省エネ法に基づく算出方法が定義されていないため、液晶テレビの基準で 

算出した参考値です。  



 

６ 
 

■FUNAI テレビ / ラインアップ 

 
 

(※5) 4K チューナーを内蔵しない 4K テレビで BS4K・110 度 CS4K 放送を楽しむには別売の 4K チューナー（FT- 

4KS10）などが必要です。 

(※6) 3,840×2,160 画素。 

(※7) ブリリアントワイドカラーは FL-43U4020 は非対応です。 

(※8) BS4K・110 度 CS4K 放送の 2 番組同時録画はできません。 

(※9) 1 つは視聴専用チューナーのため、2 チューナー搭載のモデルは 2 番組同時録画はできません。 

(※10) ご利用にはネットワークダウンロードもしくは放送ダウンロードなどによるソフトウェア更新が必要な場合があります。 

サービスは予告なく変更・停止・終了する場合があります。 

 
 
(商標について) 

●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。Dolby Visionは 
ドルビーラボラトリーズの商標です。 

●Sonic Emotion is registered trademarks of sonic emotion ag. 
●「ひかりTV」は、株式会社NTTぷららが提供するサービスです。 

※5 

※6 ※6 ※6 ※6 

※7 

※8 ※8 ※8 

※9 

※10 
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●スカパー！および「スカパー！プレミアムサービスLink」ロゴは、スカパーJSAT株式会社の商標です。 
●YouTubeTM、YouTubeロゴ、YouTube Kidsロゴ、AndroidTM、Google PlayTMおよびGoogle Playロゴ 

は、Google LLCの商標または登録商標です。 
●AbemaTV及びAbemaTVロゴは、株式会社AbemaTVの登録商標です。 
●「U-NEXT」とU-NEXTロゴは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。 
●「dTV」は、株式会社NTTドコモの商標です。 
●記載されている会社名および商品名は、各社の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 
  

https://funai.jp/
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7月 10日～7月 19日までのご予約特典 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しくは、ヤマダ電機グループの FUNAI製品取扱い店舗でご確認ください。 
 
 
【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 


