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●本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
また、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

●テレビを観るには、AC電源、アンテナへの接続などが必要です。
●各動画配信サービスのご利用にはインターネット接続が必要です。高画質動画をお楽しみいただくには、FTTH（光）などのブロードバンド回線を推奨します。
それぞれのサービス視聴には、視聴契約が必要な場合があります。また、ネットワーク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。



テレビ放送の番組もお気に入りの動画もホーム画面にまとめて表示。
画面を見ながらFire TVのスタイリッシュなリモコンでサクサク操作
できる新世代のテレビです。

観たいが集まったホーム画面
動画もシンプルにFire TVでテレビも

1 2画面はハメコミ合成です。 写真・イラストはイメージです。

55v
F340シリーズ FL-55UF340

目標年度
2026年度

達成率
75％

年間消費電力量
164kWh/年 50v

F340シリーズ FL-50UF340
目標年度
2026年度

達成率
69％

年間消費電力量
162kWh/年

43v
F340シリーズ FL-43UF340

目標年度
2026年度

達成率
69％

年間消費電力量
143kWh/年 32v

F140シリーズ FL-32HF140
目標年度
2026年度

達成率
57％

年間消費電力量
71kWh/年

省エネ基準達成率表示のご注意：テレビの省エネ法改正（2021年5月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になったため、年間消費電力量および達成率は2012年度
基準と2026年度基準で異なる場合があります。また、2026年度目標に対する達成率には目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため、付加機能により

消費電力量が増加する場合は2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、お選びいただきますようお願いいたします。

4月末発売予定



3 4画面はハメコミ合成です。 写真・イラストはイメージです。

※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

観きれないほどのコンテンツ

大画面で広がる
エンターテインメント
大画面で広がる
Fire TVで楽しむ、

Prime Video、YouTube、Netflix、ディズニー
プラス、Hulu、ABEMA、DAZNなどの視聴にも
対応、お気に入りのコンテンツがきっと見つかり
ます。45万以上の豊富な映画作品やTV番組の
エピソードを心ゆくまで楽しもう。さらに、
Amazon Musicを使って、楽曲、プレイリストなど
もお楽しみいただけます。

Alexa対応のリモコンでお気に入りの
コンテンツにすぐに出会える

Fire TVでのストリーミングはシンプルで直感的。
ホーム画面から様々なサービスをまとめてコン
テンツ検索ができます。付属するリモコンの音声
認識ボタンを押しながらAlexaに話しかけるだけで、
タイトルやジャンルによる検索だけでなく、
例えばお気に入りの俳優名で検索することで
新たな出演作品に出会えます。

電源ケーブル、アンテナ
ケーブル、Ethernetケーブル
（ある場合）を接続

画面の指示に従ってFire TV
アプリをスマートフォンに
ダウンロード

アプリ上のWi-FiとAmazon
アカウントの情報がテレビ
に登録されて準備完了

スマホのコンテンツをみんなのテレビに
Miracastに対応するスマートフォンなどのコン
テンツをミラーリングしてテレビの大画面に
表示して家族みんなで楽しむことができます。
さらにAirPlayを使って対応するiPhoneやiPad
からビデオ、写真、音楽などもテレビに共有でき
ます（近日対応予定）。

※Alexa対応スマートホーム製品（別売）と事前の設定が必要です。

スマートホームこそ大画面で
Alexaには日々新しい機能やスキルが追加され、
常に進化を続けています。例えば、ピクチャー・
イン・ピクチャー機能を使って、スマートホーム
機器をより快適に活用。見逃せない試合を
楽しんでいるときも玄関のネットワークカメラで
来訪者を確認できます。

簡単セットアップ

ポイント 1

ポイント 2 ポイント 5

ポイント 4

ポイント 3



5 6画面はハメコミ合成です。 写真・イラストはイメージです。

画質 思わず引き込まれるリアリティ。実際の風景の中にいるかのような奥行き

再生 忙しいあなたに。観たい番組だけをスマートに

その他 ワンランク上の便利さへ。安心快適のユーザビリティがここに

音質 大迫力の臨場感。クリアな音響がシーンをリアルに彩る

4K画質を精細に描く
高画質エンジン搭載
クリアピクス２

自然界にあふれる鮮やかな色彩を描ききる、
独自の高画質エンジンを搭載しています。
コントラストや鮮やかさを強調しつつ、色の
飽和を抑えた精細で品位ある画質、かつリアル
な色を再現しています。

F340

ドルビーオーディオ対応のVODコンテンツを臨場感あふれる音質でお楽しみ
いただけます。

F140F340
F140F340

ほのかな光も、
肉眼で見るように再現
HDR（ハイダイナミックレンジ）映像対応※1

豊かな階調表現が得られるハイコントラストを用いて、明るい部分と暗い部分の
差をより明確に描き分けます。また、BS4K・110度CS4K放送のHDR規格HLG
（ハイブリッド・ログガンマ）にも対応した高画質4K放送をご覧いただけます。

F340

配信コンテンツも
地上デジタル放送も4K高画質
4K クリアピクス リマスター

配信コンテンツや地上デジタル放送の映像を独自のアルゴリズムで高画質
な4K映像に変換することにより、さらに精細な映像が楽しめます。

1.5倍速で再生が可能です。セリフなどの音声も聴き取りやすく、忙しいとき
や、ドラマのあらすじだけ知りたいときなどに便利です。

放送終了後など、映像信号がなくなった場合や、長時間操作しない場合は、
自動的に電源がオフになり、テレビの消し忘れを防ぎます。

F340

F340

忙しい方におすすめ。
1時間番組が約40分※3で再生できる
音声付き早見再生※2

映画やアニメもスムーズに再生
なめらか再生

1秒24コマで撮影される映画やアニメなど、フレーム数の少ない映像にあり
がちなカクカクとした動きを抑え、なめらかに映し出します。

臨場感あふれるサウンド
Dolby Audio
（ドルビーオーディオ）

独自の音声処理を加えることで、セリフやナレーションなど人の声をはっきり
聴こえるように調整します。

人の声をはっきり強調
ダイアログエンハンサー

コマーシャルや番組の切り換わりなど、音量が大きく変わるとき、音量の
変化を自動的に調節し、聴きやすくします。

番組の音量変化を自動的に調節
自動音量調節

写真は効果を説明するためのイメージです。

地上デジタル放送（1,440×1,080画素） 4K映像（3,840×2,160画素）

従来の映像 HDR映像

F140F340

F140F340

F140F340

お好みの音質が見つかる、多彩なサウンドを搭載
サウンドモード

ダイナミック

ドラマ

映 画

クリアでメリハリのある、大迫力のサウンドが楽しめます。

人の声を強調した設定です。セリフをしっかり聴きたい
番組／配信コンテンツに効果的です。

音のひろがりと迫力の効果音を再現します。
映画鑑賞におすすめです。

F140F340

F140F340

たとえば、「ドラマ」を選ぶと、
録画したドラマの一覧を表示
します。観たい番組をいち早
く探せます。

ジャンルで分類

視聴・録画 あなたの興味が優先。観たい番組だけを快適に愉める

インターネットに接続すると、番組や出演者の情報を画像付きで表示できます※4。
出演者をキーワードとして、番組から番組へどんどんつながり、お好みの出演者が出ている他の番組を楽しむことができます。

F140F340

つながる番組表

F140F340みつかる録画一覧

省エネ機能
無信号／無操作電源オフ

HDMI-CEC対応の機器と接続すれば、テレビのリモコンで他の機器も操作
できます。また、テレビの番組表からFUNAIブルーレイへ録画予約もできます。

F140F340

テレビリモコンでレコーダー
などもまとめて操作＊

ファンリンク（HDMI-CEC）

お好みの放送局やカテゴリーを選ぶと、
自動で注目番組を表示します。

市販品のUSBハードディスク（最大6TB）を
つなぐと録画ができます。

USBハードディスクをつなぐと録画ができます
USBハードディスク録画対応※6

「いま」注目されている番組が一覧で表示されます
おすすめ・注目番組を表示※5

F140F340

リモコンの番組表ボタンを押すと、
画面に番組表を表示します。ここから
お好みの番組をスピーディーに
探せます。

1 お好みの番組を選べる

お好みの出演者の画像を選ぶと、他に
出ている番組を確認できます。出演者を
お気に入り検索に登録したり、出演番組を
予約すれば、お気に入りのタレントの
番組を見逃しません。

4 出演者の関連情報を表示

「出演者一覧」を選ぶと、番組の出演者を
画像付きで表示します。誰が出演して
いるのか、一目でわかります。

3 出演者を画像付きで表示

番組詳細の画面では、放送日時や
チャンネル、番組の説明などを表示します。
また、録画予約ができて便利です。

2 番組の内容確認や予約も可能

BS4K・110度CS4Kチューナーを2基搭載しています。視聴している4K放送
番組とは別の番組の録画が可能です。観たい番組を諦めないでお楽しみ
ください。

BS4K・110度CS4K放送
の裏番組録画に対応※7 F340

早見再生

＊ すべての操作に対応しているものではありません。

＊ USBハードディスクが別途必要です。 ＊ スタンド部含む

質量および外形寸法と最適な視聴距離の目安

テレビの最適な視聴距離は、

となります。

最適な視聴距離の目安最適な視聴距離の目安

質量および外形寸法と最適な視聴距離の目安
幅幅

奥行奥行

高
さ
高
さ

録画した番組を一覧で表示します。「映画」、「ドラマ」など、ジャンル別に自動
的に分類し、お目当ての番組を見つけやすくしました。

※1 Ultra HDブルーレイプレーヤーのHDR映像、および動画配信サービスのHDR映像に対応しています。　※2 BS4K・110度CS4K放送の番組は音声付き早見再生に対応しておりません。
※3 再生時間は目安です。番組の内容によって異なる場合があります。　※4 インターネットのご利用には、FTTH（光）、CATVなどのブロードバンド回線を推奨。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。　※5 初期設定時プライバシーポリシーに同意していない場合や、ネットワークに接続していない場合はご利用いただけません。　※6 すべてのUSBハードディスクでの
録画を保証するものではありません。接続確認済みUSBハードディスクはFUNAI製品情報サイトの「接続確認済み機器」ページ（funai.jp/cs/device/）をご参照ください。　※7 USBハードディスク
が別途必要です。

テレビの画面の高さの4Kテレビ

テレビの画面の高さの

約1.5倍
約    3倍ハイビジョンテレビ

▶ ■ 例えば1時間番組の場合は・・・
標準　1時間で再生

1.5倍速 約40分※3で再生

幅（cm） 高さ（cm） 奥行（cm）質量（kg） 視聴距離の目安

55v型

50v型

43v型

32v型

F3
40

F1
40

123.7
112.2
96.9
73.4

76.8
70.3
61.6
48

22.9
22.9
22.9
18.4

11.7
10.3
8.2
5.8

約1.0m
約0.9m
約0.8m
約1.2m



有効画面サイズ 55V 50V 43V 32V

型番 FL-55UF340 FL-50UF340 FL-43UF340 FL-32HF140

F340 F140

チューナー

画質

音声機能

録画／再生

便利機能

入出力端子

消費電力

質量

BS4K・110度CS4K

地上デジタル

CATVパススルー

BS・110度CSデジタル

解像度（水平×垂直）

画質エンジン

HDR映像対応

4K超解像

動画処理

スピーカー

実用最大出力（JEITA）

音声技術

ダイアログエンハンサー

自動音量調節

USBハードディスク録画対応

裏番組録画

音声付き早見再生

USBメモリー再生

ファンリンク（HDMI-CEC）

スリープタイマー

無線LAN内蔵

Fire TV

音声検索リモコン

Bluetooth音声出力

消費電力

待機時消費電力

年間消費電力量

スタンドあり（kg）

スタンドなし（kg）

    2※1

    2※1

●

    2※1

3,840×2,160（4K）

クリアピクス2

HDR10／HLG

4Kクリアピクスリマスター

なめらか再生

フルレンジ×2

 10 W + 10 W

Dolby Audio

●

●

●

●

    ●※2

●（動画／音楽／写真）

●

●

●（11ac対応）

●

●（Alexa対応）

●（Bluetoothヘッドホン対応）

 3（ARC対応※3）

1

1

1

2

1

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）、
転倒防止バンド、取扱説明書

主な付属品

●年間消費電力量は省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1時間）を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
※1 1つは視聴専用、残りは録画専用のチューナーとなります。　※2 BS4K・110度CS4K放送の番組は早見再生に対応しておりません。　※3 HDMI入力1のみ対応。

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）、
miniB-CASカード、取扱説明書

110 W

0.5 W

164 kWh/年

11.7

11.6

99 W

0.5 W

162 kWh/年

10.3

10.2

98 W

0.5 W

143 kWh/年

8.2

8.1

50 W

0.5 W

71 kWh/年

5.8

5.7

ー

    2※1

●

    2※1

1,366×768

ー

ー

ー

ー

フルレンジ×2

8 W + 8 W

Dolby Audio

●

●

●

●

●

●（動画／音楽／写真）

●

●

●（11ac対応）

●

●（Alexa対応）

●（Bluetoothヘッドホン対応）

3（ARC対応※3）

1

1

1

2

1

安全に
関するご注意

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、故障の原因となります。テレビは必ず転倒防
止の処置をおこなってください。テレビが倒れてけがなどの原因になることが
あります。このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●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。

FUNAI製品情報サイト「サポート」ページお客様ご相談窓口のご案内

船井電機
お客様

ご相談窓口

取り扱い・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。

お買い求めは当店へ

●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

■「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。

受付時間／9：00～18:00（年末年始を除く）

株式会社ヤマダホールディングス
〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号
このカタログの内容は2022年2月現在のものです。　AM22020001

通話料無料

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）愛情点検

このような
症状は

ありませんか

ご使用
中止

●長年ご使用の製品の点検を！ 熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障
したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

●映像や音がでない。
●変なにおいがしたり、煙がでたりする。
●内部に水や異物が入った。
●その他の異常や故障がある。

このようなときは、故障や事故防止
のためスイッチを切り、コンセント
から電源プラグを抜き、必ずお買い
上げの販売店にご連絡ください。

このマークは省エネ性能を表しており、省エネ基準達成製品は緑色、
未達成製品は黄赤色になります。商品をお選びになる際のご参考にして
ください。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する
省エネルギー基準達成率を示すものです。

【無線LAN／Bluetooth®について】（F340／F140 シリーズ）
本機の無線LANや、本機および付属のリモコンに搭載されているBluetoothが使用する周波
数帯では、電子レンジなどの産業･科学･医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用され
ている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を
要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
無線LAN／Bluetoothを使用する場合は、以下をお読みください。
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びに
アマチュア無線局が運用されていないことをご確認ください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合
は、すみやかに無線LAN／Bluetoothの使用を停止し、船井電機 お客様ご相談窓口にご連絡いた
だき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいは、アマチュア無線局に対して
有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、船井電機 お客
様ご相談窓口へお問い合わせください。

●本製品背面の定格銘板に記載されている周波数表示は、以下の内容を示し
ています。

変調方式が
DSSSとOFDM方式

2.4GHz帯を
使用

電波与干渉距離
40m以下

2.4 DS/OF 4

変調方式が
FH-SS方式など

2.4GHz帯を
使用

電波与干渉距離
80m以下

2.4 FH2/XX 8

※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

funai.jp/cs/
●製品の取り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、船井電機 お客様ご相談窓口までお電話をお願いいたします。

■製品ご理解のために
【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デジタル放送用アンテナの接続が必要です。●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。くわ
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）のおこな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。くわしくは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。くわしく
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、テレビ本体の外形より大きい、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。壁掛け金具（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。）
【液晶テレビのご使用について】●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。●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い
ただけますが、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。●赤外線方式を採
用したリモコンには指向性があります。同じ部屋の中に船井電機製テレビが2台以上ある場合
は、リモコンによる操作で複数のテレビが同時に反応することがありますので、リモコンはできるだ
け操作したいテレビに向けて操作するようにしてください。●テレビを分解すると保証が無効とな
ります。●テレビは各種の画面サイズ切り換え機能を備えています。番組などソフトの映像比率と
異なる画面サイズを選択されますと、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
のうえ、画面サイズをお選びください。●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画面サイズ切り換え機能（ワイドモードなど）を利用して画面の圧
縮、引き伸ばしなどをおこないますと、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。●テレビの動作中に、衝撃や振動を加えたり、停電やコンセントを
抜いたりした場合は、故障や録画した内容が損なわれることがあります。●何らかの原因で外部記
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、外部記録メディアや外部記
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、
営利目的で放映したり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うえ、大切に保管してください。●船
井電機株式会社は、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り扱いについて】●お客様より株式会社ヤマダ
ホールディングスおよび船井電機株式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うえ、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、船井電機株式会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。海外では使用できませ
ん。●本カタログに掲載された製品の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめ
のうえ、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場合があります。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
ハメコミ合成です。また、画面は製品によって異なることがあります。●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、
High-Definition MultimediaI Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国における
HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby 
Audio及びダブル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。
●Amazon、Fire及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.又はその関連会社
の商標です。本製品はAmazon.com, Inc.又はその関連会社が製造したものではありません。
●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。●各サービスは、提供者の都合により予告なく変更・終了する場合があります。また、一部の
地域や言語ではご利用いただけないサービスや、4Kに対応していないもの、個別の契約が必要と
なるサービスもあります●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。

  全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

すべてのBluetooth対応機器とのBluetooth通信を保証するものではありません

HDMI入力端子

ビデオ入力端子

ヘッドホン端子

光デジタル音声出力端子

USB端子

LAN端子

入力端子

出力端子

その他

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。


