
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。

	電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらないでください。
液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受け
てください。失明の原因となります。
液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してく
ださい。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してく
ださい。

	小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。電池を飲み込む
と、窒息や胃などへの障害の原因となります。万一、飲み込んだときは、
ただちに医師に相談してください。

	電池を火や水の中に入れたり、分解、加熱、改造、充電をしたりしないで
ください。破損したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となりま
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。

	指定以外の電池を使わないでください。新しい電池と使用済みの電池、
または種類の違う電池を混ぜて使わないでください。電池の性能の違
いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となりま
す。

	電池は正しい向きにセットしてください。（＋）プラスと（－）マイナス
を逆にセットすると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏
れたりして、けがや火傷の原因となります。

	電池を使い切ったときや、長期間使用しないときは取り出してくださ
い。電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがや火
傷の原因となります。

	無理な力を加えたり、落としたり、大きな衝撃を与えたりしないでくだ
さい。けがや故障の原因となります。

	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。





BDリモートコントローラ

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

機器認定について
本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、
認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は
必要ありません。

認証機器名は次のとおりです。
認証機器名：CECH-ZRC1J
ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。
	本製品を分解／改造すること
	本製品背面にある証明番号を消すこと

周波数について
本製品は2.4GHz帯を使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を
使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、
下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上のご注意
本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等
の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等
で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特
定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運
用されています。
1		本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないこと
を確認してください。

2		万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速
やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の
発射を停止）してください。

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式
としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m
です。

BDリモートコントローラでできること
	Bluetooth®無線通信でPS3®を操作して、Blu-ray	Disc™	(BD)の再生
などができます。

	IR（赤外線）通信で、テレビおよびAVアンプ*を操作できます。このと
きはBDリモートコントローラの発光部を、お使いの製品の受光部に向
けてください。間に障害物が入らないようにお使いください。

PlayStation®3 テレビ AVアンプ

Bluetooth®無線通信
IR（赤外線）
通信

発光部

BDリモートコントローラ

*		AVアンプは、サラウンドサウンドシステム（CECH-ZVS1J）（別売品）ま
たはソニー株式会社商品が使用できます。

準備する

付属の乾電池をBDリモートコントローラにセットします。本体背面の
電池ぶたを外し、正しい向きでセットしてください。

取扱説明書
CECH-ZRC1J	 4-282-003-01(1)	

PS3®を操作する
PS3®のバージョンを確かめるBDリモートコントローラを使うためには、PS3®のシステムソフトウェアのバージョンを3.60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。

BDリモートコントローラをPS3®に機器登録（ペアリング）する
この作業は、BDリモートコントローラをはじめて使うときに1回だけ
行います。

1 PS3®の電源を入れる。2 PS3®のXMB™から、（設定）  （周辺機器設定）  ［BD
リモートコントローラ登録］を選び、 ボタンを押す。

3 画面の指示に従って、BDリモートコントローラを登録する。
ヒント
	最新の情報は、PS3®のユーザーズガイド（http://manuals.playstation.net/document/）をご覧ください。
	PS3®に登録できるBDリモートコントローラは1台だけです。
	他のPS3®にBDリモートコントローラを登録すると、はじめに使って
いたPS3®への機器登録は無効になります。この場合は、もう1度機器
登録が必要になります。

BDリモートコントローラの使いかた

DEVICESボタン

カラーボタン

DEVICESボタン
操作したい製品に切りかえます。

PS3ボタン PS3®の操作に切りかえる
AMPボタン AVアンプの操作に切りかえる
TVボタン テレビの操作に切りかえる

PS3®／テレビ／ AVアンプの操作ボタン
下記の表に表示しているアイコンの意味は次のとおりです。

PS3®の操作に使います。
テレビの操作に使います。
AVアンプの操作に使います。

INPUTボタン* 	 	入力を切りかえる
	/		AMPボタン 	AVアンプの電源を入／切する
	/		TVボタン 	テレビの電源を入／切する
3Dボタン 	テレビの2D映像と3D映像を切りかえる

お使いのテレビによって対応する機能が異なりま
す。

0～ 9ボタン 	 	数字を入力する
テレビを操作している場合、0ボタンを押すと10チャ
ンネルに切りかえることができます。

/CLEARボタン 	入力中の数字をクリアする。
	枝番の入力をする。また、11チャンネル

に切りかえる。
TIMEボタン 	タイトルやチャプターの経過時間／残り時

間の表示を切りかえる。
	12チャンネルに切りかえる。

-/-	-ボタン 	 	2桁以上のチャンネル入力をする
AUDIOボタン 	 	音声を切りかえる
SUBTITLEボタン 	 	字幕言語を切りかえる
ANGLEボタン 	同じ場面が複数の角度（アングル）から記録

されているコンテンツのアングルを切りかえる
	ワイドに切りかえる

DISPLAYボタン 	 	再生しているコンテンツの状態／情報
を表示する。

	表示窓の設定を変更する。
TOP	MENUボタン 	 	 	メニューを表示する
POP	UP/MENUボタン 	 	ポップアップメニュー、またはメニュー

を表示する
RETURNボタン 	 	 	1つ前の表示に戻る
カラーボタン 	 	それぞれの色のボタンに対応した操作

をする
再生するコンテンツによって、色に割り当てられる
機能は異なります。

方向キー 	 	 	項目を選ぶ
ENTERボタン 	 	 	決定する

ワイヤレスコントローラ（DUALSHOCK®3）（別売
品）で	 	ボタンを押したときと同じ操作をします。

MUTEボタン* 	 	音声を消す
VOL+/VOL–ボタン* 	 	音量を調節する
CH+/CH–ボタン 	 	チャンネルを選ぶ。

	サウンドフィールドを選ぶ。

*	 PS3®の操作時でも、DEVICESボタンを押さずにテレビやAVアンプの操作がで
きます。

PS3®の操作ボタンテレビとAVアンプの操作には使えません。

	EJECTボタン ディスクを取り出す
操作ボタン ワイヤレスコントローラと同じ操作をする
	PLAYボタン 再生する
	PAUSEボタン 再生を一時停止する
	STOPボタン 再生を止める
PREV、	
	NEXTボタン

前／次のチャプターに移動する

		FLASH、
		FLASHボタン

15秒戻し／ 15秒送りをする
再生環境によって秒数が異なる場合があります。

	SCAN、	
	SCANボタン

早戻し／早送りをする
ボタンを押すたびに速さが切りかわります。

/	SLOW/STEP、
/	SLOW/STEP
ボタン

1コマずつ再生する
ボタンを押したままにすると、スロー再生をします。



"	 	"、"PlayStation"、" "	および	"DUALSHOCK"	は株式会社ソニー・コン
ピュータエンタテインメントの登録商標です。
"XMB"	および	"クロスメディアバー "	はソニー株式会社および株式会社ソニー・コン
ピュータエンタテインメントの商標です。
"SONY"および	" "はソニー株式会社の登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth	SIG,	 Inc.が所有する商標であ
り、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントはこれら商標を使用する許可を
受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。

"Blu-ray	 Disc™"	 and	 "Blu-ray™"	 are	 trademarks	 of	 the	 Blu-ray	 Disc	
Association.

© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. Printed in China

ヒント
	製品によって、設定をしても操作できないことや、一部のボタンが使用
できなかったり、操作が異なることがあります。

	コンテンツによっては、制作者の意図により、あらかじめ再生状態が決
められていることがあります。この場合、BDリモートコントローラ
のボタン操作が一部機能しないことがあります。

	BDリモートコントローラを使ってPS3®の電源を入れるには、PS3ボ
タンを押してからPS3®の操作に使うボタンを押してください。

電池について
電池が消耗すると、正常に動作しなくなったり、BDリモートコントロー
ラの動作距離が短くなったりします。この場合は、2個とも新しい電池
に交換してください。

テレビやAVアンプを操作する
BDリモートコントローラを使ってテレビやAVアンプを操作できます。
お使いの製品にあわせて番号を設定してください。お買い上げ時は、	
ソニーのテレビ／ AVアンプに設定されています。

1 DEVICESボタンを押しながら、CLEARボタンを押す。
テレビの場合はTVボタン、AVアンプの場合はAMPボタンを押しま
す。

2 DEVICESボタンが点滅している間に、番号（3桁）を押す。
番号は順番に試して、操作できる番号を選んでください。

3 ENTERボタンを押す。
テレビまたはAVアンプの番号が設定されると、DEVICESボタンが点
灯します。BDリモートコントローラでテレビまたはAVアンプが操
作できることを確認してください。

テレビのメーカー番号一覧

メーカー メーカー番号
ソニー 101	 102	 103
パナソニック 104	 105
東芝 106	 107	 108	 109	 110
日立 111	 112
三菱 113	 114	 115
ビクター 116	 117	 118
シャープ 119	 120	 121	 122	 123	 124	 125
パイオニア 126	 127	 128
サンヨー 129	 130

AVアンプの設定番号一覧

メーカー 設定番号
ソニー 601	 602	 603

番号が設定されなかった場合
手順3で、DEVICESボタンが5回速く点滅した場合、または設定後にテ
レビやAVアンプが操作できない場合は、他の番号でもう1度手順1から
設定してください。

メーカー番号一覧にないテレビを設定する
メーカー番号一覧にないテレビについては、手動で設定することができ
ます。

1 TVボタンを押しながら、CLEARボタンを押す。
TVボタンが点滅します。

2 チャンネル＋ボタンとBDリモートコントローラの  /  TV
ボタンを交互に押す。
テレビが操作できるまで繰り返してください。チャンネル＋ボタン
で番号が送られ、チャンネルーボタンで番号が戻ります。

3 ENTERボタンを押す。
テレビのメーカー番号が設定されると、TVボタンが点灯します。
BDリモートコントローラでテレビが操作できることを確認してくだ
さい。

設定をお買い上げ時の状態に戻す

すべての設定内容を消去し、本製品をお買い上げ時の状態に戻すことが
できます。

1 次の順番でボタンを押し続ける。MUTEボタン  /CLEAR
ボタン  ENTERボタン
DEVICESボタンがすべて点灯し、設定がお買い上げ時の状態に戻り
ます。

主な仕様

電源 単4形乾電池	2個
外形寸法	
（最大突起部除く）

約	50.0	×	230.0	×	19.5	mm		
（幅	×	高さ	×	奥行き）

動作環境温度 5℃～ 35℃

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。


