
VRヘッドセットの装着について

•	正しい装着状態で使用してください。
	‒ 装着方法は、PS4の機能画面から （設定）＞［周辺機器］＞
［PlayStation	VR］を選ぶと確認できます。
	‒ 調整ダイヤル（ 「各部のなまえ」）をしめ過ぎないでください。
	‒ VRヘッドセットは眼鏡をかけたまま使用できます。スコープ（ 「各部
のなまえ」）の位置を調整するときは、内側のレンズ（ 「各部のなま
え」）と眼鏡がぶつからないように注意してください。

•	装着したあとも、定期的に装着感を確認してください。

結露が起きたときは

PS	VRを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、VRヘッドセッ
トやプロセッサーユニットの内部に露がつき（結露）、正しく動作しないこと
があります。結露が起きたときは、VRヘッドセットの電源を切り、電源コー
ドのプラグを抜いた状態で数時間放置してください。数時間たっても正常
に動作しない場合は、カスタマーサポートに相談してください。

動作がおかしいときや操作ができないときは

VRヘッドセットの （電源）ボタン（ 「各部のなまえ」）を7秒以上押したま
まにして強制終了したあと、電源を入れてください。それでも改善しない
場合は、PS4を再起動してください。

温度上昇のメッセージが表示されたときは

プロセッサーユニットの内部が熱くなっています。高温な場所で使ったり、
通風孔をふさいだ状態で使っていないか確かめてください。そのまま使い
続けると操作できなくなります。1度PS4の電源を切って、しばらく放置し
たあと、もう1度電源を入れてください。

PS VRの取り扱い

本製品の表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。
•	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。

ACアダプター
ACアダプターは、コンセントの近くで使ってください。不具合が起きたとき
は、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切ってくださ
い。

VRヘッドセットの画面について

•	 VRヘッドセットの装着センサー（ 「各部のなまえ」）をふさがないように
してください。装着センサーをふさいだ状態だと、ヘッドセットを外して
も画面が自動的に消灯しません。長時間同じ画像が表示されていると、
画像が焼き付いて画面に跡が残ることがあります。
•	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たり、色むらや明るさのむらが見えたりすること
があります。故障ではありません。

各部のなまえ

VRヘッドセット

前面
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A ) トラッキングライト（前部）	
後部のライトが青色に点灯：	 電源オン	
すべてのライトが青色に点灯：	 VRモード中	
消灯：	 電源オフ

B ) スコープ調整ボタン
C ) フロントヘッドパッド
D ) リアヘッドパッド
E ) HDMI端子
F ) AUX端子
G ) スコープ

背面
A B C D E

FG

A ) ヘッドバンド
B ) 装着センサー
C ) レンズ
D ) 調整ダイヤル
E ) ヘッドバンドリリースボタン
F ) トラッキングライト（後部）
G ) イヤーピースホルダー

底面
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A ) ステレオヘッドホン端子
B ) ヘッドホン取り付け穴
C ) （電源）ボタン
D ) ライトシールド
E ) マイク
F ) トラッキングライト（前部）
G ) 音量＋ボタン
H ) （マイクミュート）ボタン
I ) 音量－ボタン

プロセッサーユニット

前面

B CA

A ) ステータスランプ	
白色に点灯：	 電源オン	
赤色に点灯：	 スタンバイモード

B ) AUX端子
C ) HDMI出力端子

背面

A B C D E

A ) HDMI	TV端子
B ) HDMI	PS4端子
C  ) （USB）端子
D ) DC	IN	12	V端子
E ) 通風孔

ステレオヘッドホン

A

B C

A ) イヤーピース
B ) ステレオヘッドホンプラグ
C ) 取り付けピン

イヤーピースを交換する
お買い上げ時、ステレオヘッドホンにはMサイズのイヤーピースが取り付け
られています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のSサイズや	
Lサイズに交換してください。交換するときは、イヤーピースをねじりなが
ら取り外してください。

ヒント

イヤーピースを取り付けるときは、使用中に外れないようにしっかり取り付けてく
ださい。

お手入れ
•	汚れが気になったらお手入れをしてください。
•	安全のため、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。
•	シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを
使ってふくのを避けてください。

プロセッサーユニットの表面、VRヘッドセットの表面、パッ
ド、端子類

乾いた柔らかい布でふいてください。

ヒント

プロセッサーユニットや電源コードなどの端子が汚れていると正しく通電しないこ
とがあります。また、ヘッドホンやヘッドセットの端子が汚れていると雑音や音切
れの原因になることがあります。

本書には、PlayStation®4でお使いの場合の操作説明を掲載しています。
PlayStation®5でお使いの場合は、表示されるアイコンや項目名などが異
なる場合があります。また操作説明は、PS4®やPS5™のシステムソフトウ
エアおよびPS	VRのデバイスソフトウエアのバージョンによって異なる場合
があります。
本書に掲載しているイラストは、実際のものと異なる場合があります。

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

安全のために
この取扱説明書と対応ハードウェア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、安全にお使いください。

製品全般についてのご注意
 警告

•	電源コードやACアダプターを傷つけないでください。
•	分解や改造をしないでください。
•	内部（端子類、通風孔）に水や異物を入れないでください。
•	油煙や湯気の当たる場所、湿気や、ほこり、たばこの煙の多い場所に置
かないでください。火災や感電の原因となります。
•	雷が鳴り出したら、電源コードやACアダプター、プロセッサーユニットに
さわらないでください。
•	ぬれた手で電源コードのプラグにさわらないでください。
•	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。
•	プロセッサーユニットの通風孔をふさいだり、密閉式のAVラックなど熱
のこもる場所に設置したりしないでください。
•	ACアダプターを布などでおおったまま使わないでください。
•	直射日光の当たるところ、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでく
ださい。火災や故障の原因となります。また、VRヘッドセットのレンズ	
（ 「各部のなまえ」）に直射日光や強い光が当たると、画面が変質して
故障の原因となります。
•	接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめてくだ
さい。

 注意
•	 VRヘッドセットを装着すると周囲が見えなくなるため、次のことに気を
つけてください。人や物にぶつかったり、バランスを崩して転倒したりす
るなど、事故やけが、故障の原因となります。
	‒ 装着する前に周囲に人がいないか、ぶつかったり、踏みつけたりする
家具や物がないかを確認し、充分なスペースを確保してください。
	‒ 使用中は遊んでいるスペースの安全確保に配慮してください。特に、
小さなお子様やペットがいる場合は立ち入らないように注意してくだ
さい。
	‒ 装着したまま歩かないでください。
	‒ VRヘッドセット接続ケーブルが体に巻きついたときは、巻きつきを解
消してからお使いください。
	‒ 頭や手、体を大きく動かすなど、過剰な動作は避けてください。

•	VRヘッドセットやACアダプターなどを振り回さないでください。
•	物を載せる、投げる、落とす、踏みつけるなど、強い衝撃を与えないで
ください。
•	不安定な場所に置いたり、床に放置したりしないでください。
•	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、ケーブルを引っ張ってプロセッサーユニットやVRヘッド
セットが落ちたり、ケーブルを首に巻きつけたりするなど、事故やけが、
故障の原因となります。
•	通電中のプロセッサーユニットやACアダプターを長時間さわったり、通
風孔から排出される温風に長時間当たったりしないでください。低温や
けど*の原因となります。
*	低温やけどは、比較的低い温度（約40	℃以上）のものに長時間皮膚がふれた
ままになっていると起こるやけどのことです。

•	電源コードをコンセントにつないだ状態でHDMI®ケーブルを接続しない
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。
•	電源コードのプラグは、プロセッサーユニットのステータスランプが赤色
に点灯しているときにコンセントから抜いてください。ステータスランプ
が白色に点灯しているときや、赤色に点滅しているときに抜くと、故障
の原因となります。
•	VRヘッドセットケーブルは、トラッキングライトが消灯しているときに取
り外してください。トラッキングライトが点灯しているときに取り外すと、
故障の原因となります。
•	不要になった本製品や梱包材は廃棄方法に注意してください。本製品は
金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するとき
は、各自治体の指示に従ってください。

健康のためのご注意
 警告

光の刺激によって引き起こされる発作について
点滅を繰り返す画面や、その他の光の刺激によって、まれに、目の痛み、
視覚異常、偏頭痛、けいれんや意識障害（失神など）などの症状（光感受性
発作）が起きることがあります。こうした症状のある方は、事前に必ず医師
に相談してください。

 注意

こんなときはすぐに使用を中止する
次のような症状を感じたときはすぐに使用を中止してください。使用を中止
しても治らないときは、医師の診察を受けてください。
•	「光の刺激によって引き起こされる発作について」の症状
•	頭痛、めまい、吐き気、疲労感、視界のぼやけ、乗り物酔いに似た症
状
•	頭、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛み

•	疲れているときや睡眠不足のときは使用しないでください。
•	ゆれが発生するような不安定な場所では使用しないでください。
•	PlayStation®VRの映像に慣れるには時間がかかる場合がありま
す。はじめは、短い時間からの使用をおすすめします。
•	健康のため、定期的に充分な休憩を取ってください。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。
•	使用後に不快な症状がある場合は、充分な休憩を取ってください。

ヘッドホンおよびヘッドセットを使うときは、音量に気をつける
•	大きな音で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与えることがあります。
•	はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めることが
あります。

VRヘッドセットやヘッドホン、ヘッドセットが肌に合わないとき
は使わない
肌に合わないと感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中
止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。

静電気について
空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、これ
はヘッドホンおよびヘッドセットの故障ではなく人体に蓄積される静電気に
よるものです。

PS VRについて
•	 PS	VRは、PS4とPlayStation®Cameraを組み合わせることで、バーチャ
ルリアリティを楽しめます。プレーヤーが装着したVRヘッドセットの位置
や向き、動きをカメラが読み取ることで、直感的な操作を実現します。
•	PS4のシステムソフトウェアおよびPS	VRのデバイスソフトウェアは、常に
最新のバージョンにアップデートしてお使いください。
•	VRヘッドセットを使うには、付属のプロセッサーユニットに接続してくだ
さい。CUH-ZVR1のプロセッサーユニットに接続しても使用できません。
•	PS5と組み合わせてお使いになるときは、付属のPlayStation	Camera
アダプターをお使いください。カメラとPS5背面のUSB	Type-A端子を
接続します。

VRヘッドセットを使用するときの姿勢について

VRヘッドセットは座った状態で使用することをおすすめします。コンテンツ
によっては立った状態で使用するものもあります。その場合は安全に充分
配慮してください。

PS VRの設定をする

PS4の機能画面から （設定）＞［周辺機器］＞［PlayStation	VR］を選
び、設定したい項目を選びます。

ヒント

•	 この設定は、PS4にPS	VRを接続しているときだけ表示されます。
•	 一部の項目は、 （PS）ボタンを押したままにして表示されるクイックメニュー
からも設定できます。
•	 PS	VRの設定方法について詳しくは、PS4のユーザーズガイドをご覧ください。
機能画面から （設定）＞ （ユーザーズガイド／便利な情報）＞	
（ユーザーズガイド）を選びます。

保護者の方による利用制限について

お子様がPS4を使う場合に、保護者の方が必要に応じてVRヘッドセットの
利用を制限できます。機能画面から （設定）＞［ペアレンタルコントロー
ル／ファミリー管理］を選び、お子様ごとに設定してください。

使用上のご注意 
ご使用になる方の年齢について
PS	VRの対象年齢は12歳以上です。12歳未満のお子様にはVRヘッドセッ
トを使用させないでください。

本書に記載されている使用方法に従って、本製品をお使いください。
製品本体の分解／内部解析／改造などを行うこと、および製品本体内
部のチップなどに含まれるプログラムなどの著作物を許諾なく利用もし
くは解析することを禁止します。上記をご了解いただいたうえで、お使
いください。

専用のACアダプター、電源コード以外は使わ
ない
付属のACアダプターと電源コードは本製品だけで使用
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製品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。
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レンズ

レンズ専用の乾いた柔らかい布でふいてください。

ヒント

レンズに水滴や汚れが付いたまま放置すると、変質や劣化することがあります。

ライトシールド

VRヘッドセットからライトシールドを取り外し、水洗いをしてください。柔
らかい布で水気をふき取り、良く乾燥させたあと、VRヘッドセットの13か
所の穴にライトシールドの突起をあわせて取り付けてください。

ライトシールド

VRヘッドセット

通風孔

ほこりがたまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてください。

イヤーピース

ステレオヘッドホンからイヤーピースを取り外し、うすめた中性洗剤で手洗
いをしてください。柔らかい布で水気をふき取り、良く乾燥させてから取り
付けてください。
イヤーピースの取り外しかたについては、「イヤーピースを交換する」をご覧
ください。

主な仕様
仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

本書に掲載されている操作説明および画面は、PS4のシステムソフトウェア
およびPS	VRのデバイスソフトウェアのバージョンによって異なる場合があ
ります。

VRヘッドセット

画面
1920	×	RGB	×	1080	
（左右の目それぞれに960	×	RGB	×	1080の映像を表
示）

センサー 6軸検出システム	
（3軸ジャイロ・3軸加速度）

端子 ステレオヘッドホン端子

外形寸法
約187	×	185	×	277	mm	
（幅×高さ×奥行き、最大突起部除く、ヘッドバンド長
さ最短）

質量 約600	g	(ケーブル含まず)

動作環境温度 5	℃～ 35	℃

プロセッサーユニット

入出力

HDMI	TV端子
HDMI	PS4端子
（USB）端子
HDMI出力端子
AUX端子

最大消費電力 約20	W

電源 12	V	 	1.7	A

外形寸法 約150	×	39	×	114	mm	
（幅×高さ×奥行き、最大突起部除く）

質量 約300	g

動作環境温度 5	℃～ 35	℃

ACアダプター

入力 100‒240	V	 	1A	
50/60	Hz

出力 12	V	 	3	A

外形寸法 約108	×	46	×	30	mm
（幅×高さ×奥行き、最大突起部除く）

質量 約146	g

PlayStation Cameraアダプター（PS5専用）（CFI-ZAA1）

端子 AUX端子
USB	Type-A端子	(SuperSpeed	USB	5Gbps)

定格 5	V	 	500	mA

外形寸法 約87	×	17	×	25	mm
（幅×高さ×奥行き）（ケーブル含まず）

質量 約38	g

動作環境温度 5	℃～ 35	℃

対応している映像入力信号について

最新情報は、次のWebサイトをご覧ください。
rd.playstation.com/psvr/zvr2/

デバイスソフトウェアについて

PS	VRに搭載されるデバイスソフトウェアは、株式会社ソニー・インタラクティブ
エンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。詳しくは、
doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/をご覧ください。

アフターサービス規定／保証規定
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下「当社」）は、以下
に定めるアフターサービス規定・保証規定（以下「本規定」）に従い、お客様
にアフターサービスを提供します。本規定に同意いただいたうえでアフター
サービスを依頼してください。なお、当社は、法令で認められた範囲にお
いて、本規定を随時変更することができるものとします。当社は、変更後
の本規定の適用開始に先立ち、変更内容等に照らして当社が合理的と判断
する事前告知期間を設定したうえで（ただし、本規定の変更内容がお客様
の一般の利益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことが
できるものとします）、変更後の本規定を当社ウェブサイト等を通じてお客
様に周知いたします。アフターサービスを依頼する際には、最新の規定内
容をご確認ください。

第1 アフターサービスについて
1.	 修理	/	交換について
（1）	 アフターサービス依頼品に記録媒体（ハードディスクや記録メディアなど）

が搭載されている場合において、アフターサービスをご依頼いただく際に
は、個人情報保護および第三者による不正使用を防止する等のためアフ
ターサービス依頼品を初期化してください。

（2）	 アフターサービス依頼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。お客様がご購入後に取り付けた物品（シールなど）は取り外してか
らお送りください。

（3）	 お送りいただいたアフターサービス依頼品は、当社の判断により修理また
は交換の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねま
す。なお、修理	/	交換には環境にも配慮し再生部品を使用する場合や、
ファクトリーリファービッシュ品と交換する場合があります（ファクトリーリ
ファービッシュ品とは、返品商品、初期不良品などを修理調整し、当社
が性能および信頼性において新品と同等の品質を確認した機能整備済み
製品です）。

（4）	 交換にあたってお客様からお送りいただいたアフターサービス依頼品（本
体、箱など）、および修理にあたって取り外した故障部品については、当
社の所有物として回収し、再生部品やファクトリーリファービッシュ品とし
て使用させていただく場合があります。その場合には返却はいたしかねま
すので、あらかじめご了承ください。

（5）	 アフターサービスの内容によっては、アフターサービス依頼品の仕様とは
異なる製品	/	部品との交換になる場合があります。

（6）	 製品の修理	/	交換にともない、アフターサービス依頼品の初期化、再設
定または設定の変更が必要な場合があります。

（7）	 アフターサービス依頼品にシステムソフトウェアやデバイスソフトウェアが
搭載されている場合、当該ソフトウェアをアップデートする場合がありま
す。

2.	修理	/	交換をお断りする場合について
（1）	 不当な修理	/	分解	/	改造（ソフトウェアを含む）が行われた痕跡がある場

合
（2）	 アフターサービス依頼品にシステムソフトウェアやデバイスソフトウェアが

搭載されている場合において当該ソフトウェアの使用許諾契約に違反する
使いかたをされた場合

（3）	 アフターサービス依頼品にシリアルラベル、バーコードラベルおよび開封
防止シールが貼られている場合ならびにシリアルナンバーが記載されてい
る場合において、①シリアルラベル、バーコードラベルおよび開封防止シー
ルがない、もしくは、はがした痕跡のある場合、ならびに②シリアルナン
バーの改ざん、または判読できなくするような行為の痕跡がみられる場合
（シリアルナンバーが削られているような場合を含む）

（4）	 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
（5）	 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場

合
（6）	 アフターサービス依頼品に記録媒体が搭載されている場合において、当

該記録媒体内の損傷したデータの復旧を希望される場合
（7）	 消耗または摩耗した部品（乾電池、ボタン電池など）
（8）	 日本国外向けに販売された対象機器
（9）	 アフターサービスのご依頼時に、すでにアフターサービスが終了している

対象機器アフターサービスが終了した製品の一覧については当社サポート
ページ（https://pscom.jp/support/eor）をご覧ください。

（10）	前各号に準じる事情があると当社が合理的に判断した場合

3.	料金について
（1）	 保証期間経過後のアフターサービスは有料となります。料金表については

当社サポートページ（playstation.com/help）をご覧ください。
（2）	 点検・見積りを依頼された場合は有料となります。見積り後に修理	/	交換

をキャンセルされた場合も有料となります。

4.	データについて
（1）	 アフターサービス依頼品の記録媒体内にお客様のデータが保存されてい

る場合、修理	/	交換にともない、データが変更され、または失われる場
合があります。あらかじめ、データのバックアップをとることをお勧めい
たします。プリインストールされているコンテンツや、購入後にお客様ご
自身が記録媒体内に保存したコンテンツのデータ、その他記録媒体内の
データ全てについて、当社は責任を負いかねます。

（2）	 お客様が権利放棄された記録媒体内のデータは、第三者が不当にふれる
ことがないよう、合理的な管理体制のもとで処分します。

5.	梱包について
修理	/	交換にあたってアフターサービス依頼品をお送りいただく際は、輸送中
にアフターサービス依頼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、修理	/	
交換をお断りします。なお、お客様の方でご用意いただいた梱包材一式はお返
しできません。あらかじめご了承ください。

6.	アフターサービス依頼品の保管について
アフターサービス依頼品の返却可能日をお知らせしている場合（お客様のご都
合でお知らせできない場合を含む）、依頼をお受けした日から	1	年間を経過し
てもお受け取りいただけないときは、当社にて処分させていただきます。また、
その際には修理料金に加え、保管（保管場所までの輸送費用を含むがこれに限
らない）および処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い速やかにお支払
いいただきます。

7.	ご注意
（1）	 出張修理	/	交換の依頼はお受けしていません。
（2）	 保証期間後の付属品の修理	/	交換の依頼はお受けしていません。
（3）	 部品単品の販売は、一部を除き行っておりません。

第2 保証について
1.	 保証期間内の製品については、「第	1	アフターサービスについて」に加
え、以下の内容が適用されます。

2.	保証期間は新品のお買い上げ日より	1	年間です。
（1）	「新品」とは、お買い上げ前に一度も開封かつ使用されていない製品をい

います。
（2）	「1	年間」とは、お買い上げ日からアフターサービス依頼品が修理拠点に着

荷するまでの期間が	1	年以内であることをいいます。
（3）	 保証書に複数の日付がある場合には、最も古い日付をお買い上げ日とし

ます。

3.	保証期間内に正常な使用状態（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、「第	1	アフターサービスについて」に定める修
理	/	交換を当社にて無料で実施します。

4.	保証期間内でも、次の場合は保証の対象外になります。
（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）	 保証書がアフターサービス依頼品のものではない、または保証書からシ

リアルラベルやバーコードラベルがはがされているなど保証書がアフター
サービス依頼品のものと確認できない場合

（5）	 保証書の日付が視認できない場合
（6）	 保証書の日付から判断される使用期間を明らかに超える経年劣化が製品

に認められる場合
（7）	 保証書の日付よりも前に製品が使用された形跡がある場合
（8）	 使用上の誤り、他の製品から受けた障害がある場合
（9）	 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がある場合
（10）	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がある場合
（11）	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がある

場合
（12）	前各号に準じる事情があると当社が合理的に判断した場合

5.	保証期間内でも、「第	1	アフターサービスについて」における「２．修理	/	
交換をお断りする場合について」のいずれかに該当する場合には、修理	
/	交換をお断りします。

第3 保証書について
保証書に、お買い上げ日と販売店名が記入されていることを確かめてくだ
さい。

第4 本規定の適用について
1.	 本規定は、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。

2.	本規定は、日本国内においてだけ有効です。

著作権／商標
" "、"PlayStation"、"PS5"	および	"PS4"	は、株式会社ソニー・
インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

"SONY"	および	" "	は、ソニー株式会社の登録商標または商標です。

The	terms	HDMI	and	HDMI	High-Definition	Multimedia	Interface,	
and	the	HDMI	Logo	are	trademarks	or	registered	trademarks	of	
HDMI	Licensing	Administrator,	Inc.	in	the	United	States	and	other	
countries.

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標ある
いは商標です。
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セットアップビデオ
接続方法は動画でも見ることができます。詳しくは、次の
Webサイトをご覧ください。
rd.playstation.com/psvr/zvr2/

カスタマーサポートサイト
インターネット上で、修理に関するご案内やよくあるお問い
合わせなどを見られます。
playstation.com/help


