
安全のために

この取扱説明書とPlayStation®3の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を
安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに
必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安
全に使ってください。

	小さなお子様の手の届かないところに置いてください。小さな部品を誤っ
て飲み込んだり、ケーブルを首に巻きつけたりして、事故やけが、故障の原
因となります。

	長期間使わないときやお手入れをするときは、電源コードのプラグをコン
セントから抜いてください。  

	ぬれた手で本製品にさわらないでください。
	変圧器やDC/ACインバーターを使わないでください。発熱し、やけどや故
障の原因となります。

	本製品の分解や改造をしないでください。
	油煙や湯気のあたる場所、湿気やほこりの多い場所に置かないでくださ
い。

	火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高
温の場所に置かないでください。

専用の電源コード以外は使わない

付属の電源コードは本機だけで使用できる専用品です。他の製
品では使用できません。また、付属の電源コード以外は本機で使
用しないでください。発熱により火災・感電の原因となります。

	3D映像の視聴中や3D対応テレビでの3D立体視ゲームのプレイ中に、目の
疲労、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。不快な症
状が出たときは、直ちにテレビのご利用を中止し、回復するまでご利用を
お控えください。

	3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイしたりするときは、定期的に
休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長さや頻度は個人によって
異なりますので、ご自身でご判断ください。不快な症状が回復するまで、十分
に休憩をとってください。もし症状が続く場合は、医師にご相談ください。 
なお、お子さま（特に6歳未満の子）の視覚は発展段階にあります。お子さま
が3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイしたりする前に、小児科や
眼科などの医師にご相談いただくことをおすすめします。大人のかたは、お
子さまが上記注意点を守るよう監督してください。 
最新情報については、ホームページ 
（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧ください。
	3DおよびSimulView™の映像は、必ず対応のメガネをかけて視聴してくだ
さい。

	液晶画面はガラスでできているため、無理な力が加わると割れることがあ
ります。取り扱いには充分注意してください。

	本体を持ち運ぶときは、落とさないように注意して持ち運んでください。
不安定な状態で持ち運ぶと、本体が落下し、けがや故障の原因となります。

使用上のご注意
	液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、点灯しない点や、
常に点灯する点が現れることがあります。また、電源を切ったときに、数秒間
画面が乱れることがあります。いずれも故障ではありません。

	液晶画面を太陽に向けたままにすると、液晶画面を傷めます。窓際や屋外
に置くときなどは、注意してください。

	寒いところで使うと、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりす
ることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。

	物を載せたり、上に乗ったりしないでください。
	投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
	不安定な場所に置かないでください。
	水にぬらさないでください。

	殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
	ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
	お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、
ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使ってふいたりしない
でください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す
ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機
に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱
説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

バッテリーについて
バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過したりす
るにつれ、バッテリーの持続時間が少しずつ短くなります。また、寿命は、保
管方法や使用状況、環境などにより異なります。

本製品を廃棄するときのご注意
本製品はリサイクルできるリチウムイオン電池を使用していま
す。本製品を廃棄するとき、この電池の取り外しはお客様自身
では行わず、当社ホームページのサポートページ 
(http://www.jp.playstation.com/support/) をご覧いただく
か、インフォメーションセンターにご連絡ください。

PS3®のバージョンを確かめる
3Dディスプレイを使うには、PS3®のシステムソフトウェアのバージョン
を3.70以上にする必要があります。PS3®のXMB™（クロスメディアバー）か
ら、  （設定）   （本体設定）  ［本体情報］を選ぶと、システムソフ
トウェアのバージョンを確かめられます。

内容品を確かめる
 3Dディスプレイ(1)  スタンド(1)  ネック(1)
 電源コード(1)  HDMI ケーブル(1)
 3Dメガネ一式（収納ポーチ、USBケーブル)  取扱説明書 (1)

組み立てる

1 ネックをスタンドにカチっと音がするまで差し込む。
図のようにネックとスタンドの向きを合わせてください。

2 底面の取り付けネジを締めてネックを固定する。
3 ディスプレイをネックにカチッと音がするまで差し込む。

ヒント
スタンドやディスプレイを組み立てるときは、手や指をは
さまないようにしてください。
ディスプレイの角度は10°まで調整できます。片方の手
でスタンドを押さえ、もう片方の手でディスプレイ上部
を動かしてください。無理に傾けると故障の原因となり
ますのでご注意ください。





スタンドを外すときは、背面のヒンジボタンを押しながら
ディスプレイを上に引き上げます。必ず2人以上で行っ
てください。



押す

3Dディスプレイを使う

前面
ステータスランプ
赤点灯：電源オフ（スタンバイ状態）
青点灯：起動中
緑点灯：動作中 
オレンジ点灯：入力信号がない状態

3Dシンクロトランスミッター
受光部
リモコン（別売品）の受光部です。

背面

電源ボタン
電源オン／オフ（スタンバイ）を切りかえます。
入力切換ボタン
入力信号を切りかえます。

音量＋ボタン／音量－ボタン

MENUボタン
メニュー画面の表示／非表示を切りかえます。

3Dボタン
3D映像が3Dにならないときに押します。*

* 通常、HDMI入力端子から3D映像の信号が入力されると、
自動的に3Dで表示されます。

AC IN端子
サービス専用端子

コンポーネント映像入力端子

音声入力端子

HDMI® 入力端子

ヘッドホン端子

3Dディスプレイ

CECH-ZED1J

4-400-613-01(1)
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3Dメガネ
BATTERYスイッチ
使い始めるときに、スイッチを入れてく
ださい。

ノーズパッド
鼻の高さに合わせて調節できます。

受光部

電源ボタン
電源を入れる／切る：2秒以上押す。
SimulView™時のプレイヤー切りかえ： 
電源を入れた状態で短く押す。

電源ランプ
点滅：3Dモード
2回ずつ点滅：SimulView™モード（2P）
ゆっくり点滅：SimulView™モード（1P）
早く点滅：バッテリーが少なくなっています。

USB端子

ヒント
3Dメガネのヒンジ（折りたたみ部）に指などを挟みこまれないように、ご注意くださ
い。

PS3®の映像出力を設定する

1  （設定）から   （ディスプレイ設定）を選ぶ。
2 ［映像出力設定］を選ぶ。
3 ［HDMI］を選ぶ。
4 ［自動］を選ぶ。
5 設定内容を確認し、［はい］を選んで  ボタンを押す。
6 ディスプレイサイズを24インチに設定する。
7 設定内容を確認し、［はい］を選んで  ボタンを押す。

ヒント
この設定をするときは、ディスプレイとPS3®をHDMIで直接つないでください。ディ
スプレイやPS3®をAVアンプなどに接続していると、正しく設定できない場合があり
ます。

メニューを使う

画質 バックライト バックライトの明るさを調節します。

画質モード スタンダード：家庭でのご使用に合わせ、自然さ
を重視した標準的な映像になります。
シネマ：ご家庭で映画を鑑賞するのに適した映
像になります。
カスタム：オリジナルの映像を、お好みに合わせ
て細かく調整できます。
ダイナミック：映像の輪郭とコントラストを重
視した鮮やかな映像になります。

標準に戻す 画質設定をお買い上げ時の状態に戻します。

画面モード* ワイド切替 ノーマル：オリジナルのサイズで表示します。
フル：映像を画面いっぱいに表示します。
PSP™ Zoom：PSP® (PlayStation®Portable）を
つないだときに、PSP®の映像を画面いっぱいに
表示します。

表示領域 画面の周囲のノイズ（黒い縁）が見えるときに、
［ノーマル］を選びます。

音質 音質モード スタンダード：全音域がバランスよく自然に広
がる音になります。
シネマ：映画館のような臨場感あふれる音場で
楽しむことができます。
カスタム：オリジナルの音声を、お好みに合わせ
て細かく調整できます。
ダイナミック：低音と高音を強調して、メリハリ
のきいた明瞭感のある音になります。

標準に戻す 音質設定をお買い上げ時の状態に戻します。

バランス 左右のスピーカー音量のバランスを調節し
ます。

3D 3Dフォーマット 3D映像が正しく表示されないときに、再生して
いるコンテンツの3Dフォーマットにあわせて設
定します。

本体設定 HDMI機器制御 ［入］を選ぶと、本機の電源を切るときにHDMI
機器の電源も連動して切れます。またHDMI機
器で電源を入れたときに、本機の電源も連動し
て入ります。

入力信号 
フォーマット

映像の解像度と周波数を表示します。

高速起動 ［入］を選ぶと、電源を入れたときに早く起動で
きます。待機時消費電力が増えるのでご注意く
ださい。

言語 表示される言語を設定します。

初期化 すべての設定をお買い上げ時の状態に戻し
ます。

*  ［画面モード］は、コンポーネント映像信号が入力されているときに設定できます。

ヒント
BDリモートコントローラ（CECH-ZRC1J)（別売品）のTVボタン、MENUボタン、
RETURNボタン、ENTERボタン、方向キーで操作することもできます。操作について
詳しくは、BDリモートコントローラの取扱説明書をご覧ください。

SimulView™モードを使う
SimulView™とは、2人のプレイヤーがそれぞれ異なる映像を体験し、ゲー
ムを楽しむことができる機能です。SimulView™対応ゲームと3Dメガネが
必要です。

ヒント
SimulView™の映像は各プレイヤーに2Dで表示されます。
使用環境や再生する映像によっては、完全に映像が分離されず、異なった映像が重
なって見える場合があります。

3Dメガネを充電する

1 USB端子のカバーを開け、USBケーブルをつなぐ。
2 PS3®などのUSB端子につなぐ。
充電中は電源ランプが点灯し、充電が終わると消灯します。

ヒント
3Dメガネの電源を入れたまま充電を始めると、電源が切れます。
BATTERYスイッチがオフのときは充電できません。







故障かな？と思ったら

ディスプレイの電源が突然切れた／いつのまにか消えていた。
信号無入力時は自動的に電源が切れます。

画面に光る点、または光らない点がある。
液晶テレビの映像は微細な画素の集合です。画面の一部に画素欠けや
輝点が存在する場合があります。

3DやSimulView™の映像にならない／ 3DやSimulView™の映像に見え
ない。

3Dメガネの電源が入っているか確認してください。
3Dメガネが充電されているか確認してください。
3Dメガネは3Dシンクロトランスミッターからの赤外線を受光して動
きます。以下の場合、正しく動作しない場合があります。

3Dメガネが3Dシンクロトランスミッターの方向を向いていない。
3Dシンクロトランスミッターと3Dメガネの間に障害物がある。
赤外線通信機器や照明器具、家庭用暖房機器などが近くにある。

3Dメガネはディスプレイと水平な状態で使用してください。横になっ
たり、顔を傾けたりすると、3D効果を感じにくくなったり、映像の色
が変わったりすることがあります。
ディスプレイやPS3®をAVアンプなどに接続していると、3Dや
SimulView™が正しく表示されない場合があります。ディスプレイと
PS3®をHDMIで直接つないで、PS3®の映像出力を設定してください。

3Dメガネの電源が入らない。
BATTERYスイッチがオンになっているか確認してください。

主な仕様

3Dディスプレイ
入出力 HDMI入力端子 × 2

コンポーネント映像入力端子 
（Y/CB（PB）/CR（PR））× 各1
音声入力端子 × 2：2ch、ピンジャック
USB端子 × 1：Type A、サービス専用
ヘッドホン出力端子 × 1：ステレオミニジャック

スピーカー ステレオ 2ch（フルレンジ、3 W × 2、 
28 mm × 28 mm、楕円型）
サブウーファー（5 W、50 mm）
負荷インピーダンス：8 Ω

パネル解像度 1920 × 1080
有効画面サイズ 23.5インチ
電源 AC 100 V～ 240 V（50/60 Hz）
消費電力 60 W、0.6 A - 0.26 A (使用時）、 

0.2 W以下（待機時）、7 W以下（高速起動「入」時）
動作保証温度 5 ℃～ 35 ℃
外形寸法 約650 × 391 × 207 mm（スタンド含む）
質量 約5.7 kg（スタンド含む）

3Dメガネ
3Dメガネ方式IR アクティブシャッター方式*
電池種類 内蔵型リチウムイオン充電池
電池電圧 DC 3.7 V
電池容量 70 mAh
消費電力 5 V 100 mA
外形寸法 約174 × 41 × 177 mm（使用時） 

約174 × 41 × 60 mm（折りたたみ時）
質量 約47 g

*  すべてのIR アクティブシャッター方式に対応した製品で使用できることを保証する
ものではありません。

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。























アフターサービス&保証規定
1 保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間後はインフォメーション
センターにご相談ください。

2 保証期間中に正常な使用状態（取扱説明書などの注意書きに従った使用状態）
で故障した場合は、当社にて無料で交換／修理します。

3 保証期間内でも、次の場合は交換／修理をお断りします。
1) 保証書がない場合
2) 保証書に、お買い上げ日、販売店印などがない場合
3) 保証書が改ざんされている場合
4) 保証書が本製品のものではない、または本製品のものと確認できない場
合

5) 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
6) お買い上げ後の外的要因（落下、衝撃・圧力などの負荷、液体／異物の混
入など）による故障および損傷

7) 火災／地震／風水害／その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などに
よる故障および損傷

8) 一般家庭外（例えば業務用）で使用したことによる故障および損傷
9) シリアルラベルがない、または、はがした痕跡のある製品
10) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難な場合
11) 1) ～ 10) に該当すると当社が判断した場合

4 交換／修理について
1) 故障製品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客
様が製品購入後に取り付けた物品（シールなど）は取りはずしてからお送
りください。

2) お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行
います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。また、環境保
護などのため、交換／修理時に再生部品を使用することがあります。

3) 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品や箱、および修理にあたっ
て取りはずした故障部品については、2)の理由により当社の所有物とし
て回収します。あらかじめご了承ください。

4) 保証期間後の交換／修理は行っておりません。
5 梱包について
お送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注意して梱包し
てください。不充分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場
合は、交換／修理をお断りします。

6 ご注意
1) 出張交換／修理の依頼はお受けしていません。
2) 部品単品の販売は一切行っていません。
3) この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律
上の権利を制限するものではありません。

4) この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。（This warranty is 
valid only in Japan.）

5) 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービス
の際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新
の情報については、当社ホームページのサポートページ  
（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧ください。

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページのサポートページ
（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧いただくか、インフォメー
ションセンターにお問い合わせください。


