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ヤマダ電機グループ 独占販売

世界初！ハードディ スク 内蔵 有機 EL Android TV (※1）
「観る・録る・ひろが る」4 シリ ーズ全 10 機種を 6 ⽉ 6 ⽇（⼟）より発売

品名
4K チューナー内蔵
有機 EL テレビ

シリ ーズ名
7030 シリーズ
6030 シリーズ

5030 シリーズ

型番

画⾯サイズ

価格 (消費税別)

FE-65U7030

65V 型

374,800 円

FE-55U7030

55V 型

249,800 円

FE-65U6030

65V 型

334,800 円

FE-55U6030

55V 型

224,800 円

FL-65U5030

65V 型

224,800 円

FL-55U5030

55V 型

139,800 円

4K チューナー内蔵

FL-49U5030

49V 型

119,800 円

液晶テレビ

FL-55U3330

55V 型

104,800 円

FL-50U3330

50V 型

89,800 円

FL-43U3330

43V 型

74,800 円

3330 シリーズ

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、4K 有機 EL テレビな
らびに 4K 液晶テレビ 4 シリーズ 10 機種を 6 ⽉ 6 ⽇(⼟)（FL-65U5030 は、6 ⽉ 27 ⽇発売予定です。）よりヤマダ電
機グループ全店舗、及び、ヤマダウェブコムにて発売いたします。FUNAI 4K 有機 EL テレビ 7030 シリーズは、ハードディスク
を内蔵した 4K 放送番組も録画可能な Android TV™機能搭載のテレビです。これは有機 EL テレビでは世界初(※1)とな
ります。さらに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しました。
従来のモデルから搭載している、多彩な録画・再⽣機能に加え、⼤容量の 2TB のハードディスクを内蔵することで、4K 放送
なら最⼤約 132 時間(地上デジタル放送の場合最⼤約 258 時間)録画可能となりました。さらに、有機 EL テレビではスタ
ンダードモデルの 6030 シリーズや、液晶テレビでは上位機種の 5030 シリーズおよびスタンダードモデルの 3330 シリーズをラ
インアップ。全シリーズで４K 衛星放送チューナーを搭載し、４K 放送の視聴だけでなく、4K 放送の裏番組録画も可能です。
(※1) 2020 年 3 ⽉末現在 船井電機調べ。
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■FUNAI 4K 有機 EL テレビ 7030 シリ ーズ特⻑

1. 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
上向きに配置したハイトスピーカーから⾳が天井に反射して
降り注ぎ、前⾯のフルレンジスピーカーからは⾳がダイレクトに
届きます。総合最⼤出⼒ 70W のマルチアンプ駆動により、
各スピーカーに最適な周波数分割をおこなうことで、スピーカ
ーの性能をフルに引き出します。
� 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」に対応しています。ハイトスピーカーから出
⼒される⾳との相乗効果により、まるで映像の世界に⼊り込んでしまったかのような、⼒強い感動的な
エンタテイメント体験をもたらします。有機 EL の特性を活かした⾼画質処理。
� クリアピクス 2 アドバンス搭載
⾃然界の鮮やかな⾊彩を描き切る、独⾃の⾼画質エンジン “クリアピクス 2
アドバンス”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進化させた画質改善エ
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。
2. 多彩な録画・再⽣機能搭載
� 4K 放送裏番組録画に対応
BS 4K ・ 110 度 CS 4K 放送が受信できるチューナーを 2 基搭載し、視
聴中の 4K 放送番組とは別の 4K 放送番組を同時に録画できます。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。
� ハードディスク 2TB を内蔵
BS4K 放送なら最⼤約 132 時間(地上デジタル放送の場合最⼤約 258 時間)とたっぷり録画でき
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､⾃動で録画予約する「おまかせ録画」は 4K 放送の番組にも有効
です。
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� みつかる録画⼀覧
録画した番組が「映画」「ドラマ」などジャンル別に⾃動的に分類され、お⽬当ての番組を素早く探すこ
とができます。録画した番組を出演者などで分類することも可能です。
� ⾳声付き早⾒再⽣
忙しいときやあらすじを知りたいときなどに便利です。セリフなどの⾳声を聴き取りやすく処理するため、
早⾒再⽣を快適に視聴できます。
� つながる番組表
番組や出演者の情報を画像付きで表⽰します。出演者をキーワードにお好みの出演者が出ている番
組を⾒逃さず視聴できます。
3. Android TV™機能搭載 インターネットにつなげば、楽しみかたがひろがる
� インターネットサービス
Google Play ストアからアプリをインストールすれば、さまざまな動画や⾳楽、ゲームなどを楽しむことが
できます。
� NET ダイレクトボタン
リモコンに 6 つの動画配信サービスのボタンを搭載。話題の 4K 動画サービスもワンプッシュで起動でき
ます。Chromecast built-in
タブレットで視聴しているコンテンツや、Android スマートフォンに映した写真、動画を⼤画⾯で視聴で
きます。
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. 国内⼯場で⽣産。安⼼の「JAPAN QUALITY」
■FUNAI 4K 有機 EL テレビ 6030 シリ ーズ特⻑
1. ⾃然界の鮮やかな⾊彩を描き切る、独⾃の⾼画質エンジン “クリアピクス 2 アドバンス”を搭載 Dolby
Vision などの 3 つの HDR 映像⽅式に対応
2. 観るのも録るのも⾃由⾃在 4K 放送の裏番組録画に対応
3. Android TV™機能搭載 インターネットにつなげば、楽しみかたがひろがる
4. Dolby Atmos 対応
5. フロントスピーカー搭載で⾳をダイレクトに届ける
6. 国内⼯場で⽣産。安⼼の「JAPAN QUALITY」
■FUNAI 4K 液晶テレビ 5030 シリ ーズ特⻑
1．観るのも録るのも⾃由⾃在 4K 放送の裏番組録画に対応
2．1TB のハードディスク内蔵で多彩な録画・再⽣機能搭載。4K 放送番組にも対応
3．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
4．Android TV™機能搭載 インターネットにつなげば、楽しみかたがひろがる
5. Dolby Atmos 対応
6．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

■FUNAI 4K 液晶テレビ 3330 シリ ーズ特⻑
1．4K クリアピクス 2 搭載で地上デジタル放送やブルーレイも 4K ⾼画質に
2．観るのも録るのも⾃由⾃在 4K 放送の裏番組録画に対応
3．Android TV™機能搭載 インターネットにつなげば、楽しみかたがひろがる
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■FUNAI テレビ / 主な仕様
型番

FE-65U7030

FE-55U7030

サイズ

65V 型

55V 型

144.9×85.0×4.6 cm

122.8×72.6×4.6 cm

144.9×85.4×26.7 cm

122.8×73.1×26.7 cm

29.2 kg (44.2 kg)

22.9 kg (34.4 kg)

405 W (0.5 W)

319 W (0.5 W)

年間消費電⼒量( ※2)

242 kWh/年

208 kWh/年

型番

FE-65U6030

FE-55U6030

サイズ

65V 型

55V 型

144.9×85.0×4.6 cm

122.8×72.6×4.6 cm

144.9×85.7×25.2 cm

122.8×73.3×25.2 cm

27.4 kg (29.1 kg)

20.8 kg (22.5 kg)

消費電⼒ (待機時)

394 W (0.5 W)

308 W (0.5 W)

年間消費電⼒量(※2)

242 kWh/年

208 kWh/年

外形⼨法
(幅 x ⾼さ x 奥⾏)
外形⼨法
(幅 x ⾼さ x 奥⾏)
(スタ ンド部含む)
質量
(付属スタ ンド取付時)
消費電⼒ (待機時)

外形⼨法
(幅 x ⾼さ x 奥⾏)
外形⼨法
(幅 x ⾼さ x 奥⾏)
(スタ ンド部含む)
質量
(付属スタ ンド取付時)

型番

FL-65U5030

FL-55U5030

FL-49U5030

サイズ

65V 型

55V 型

49V 型

外形⼨法
(幅 x ⾼さ x 奥⾏)

146.0×84.4×10.4 cm 124.6×72.7×8.3 cm

110.9×64.8×8.3 cm

外形⼨法
(幅 x ⾼さ x 奥⾏)

146.0×89.7×30.6 cm 124.6×77.2×25.1 cm 110.9×69.6×25.1 cm

(スタ ンド部含む)
質量
(付属スタ ンド取付時)
消費電⼒ (待機時)
年間消費電⼒量

24.7 kg (25.4 kg)

15.8 kg (16.4 kg)

13.2 kg (13.8 kg)

255 W (0.4 W)

159 W (0.4 W)

133 W (0.4 W)

205 kWh/年

144 kWh/年

130 kWh/年
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型番

FL-55U3330

FL-50U3330

FL-43U3330

サイズ

55V 型

50V 型

43V 型

123.8×71.6×9.7 cm

112.3×65.1×9.7 cm

96.9×56.4×9.7 cm

外形⼨法
(幅 x ⾼さ x 奥⾏)
外形⼨法
(幅 x ⾼さ x 奥⾏)

123.8×75.2×23.0 cm 112.3×68.7×23.0 cm 96.9×60.0×23.0 cm

(スタ ンド部含む)
質量
(付属スタ ンド取付時)
消費電⼒ (待機時)
年間消費電⼒量

12.2 kg (12.3 kg)

10.7 kg (10.8 kg)

8.7 kg (8.8 kg)

115 W (0.4 W)

101 W (0.4 W)

98 W (0.4 W)

111 kWh/年

94 kWh/年

100 kWh/年

(※2) 2020 年 3 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。

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、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズ
の商標または登録商標です。
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。
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■FUNAI テレビ / ラインアップ

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：

株式会社ヤマダ電機

広報部

TEL 027-345-8947
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