
多機能モデルや大型ボタン、スピーカー付きなど
用途に合わせて選べるリモコン

スマートフォンやウォークマン®

などを充電できるACアダプター

BE MOVED

リモコン/電源機器
総合カタログ

特約店様用



ホームシアター

フォトフレーム

デジタル一眼

アンプ

パソコン

ビデオカメラ

HDDレコーダー

ブルーレイ
ディスクレコーダー

DVDレコーダー

単体チューナー

テレビ

ビデオ

●機能説明マークについては6ページをご参照ください ●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

学習機能

強力広角発光

BSデコーダー
対応

11社対応
（ケーブルテレビ）

ワイドテレビ対応

不揮発性メモリー
バックアップ

一発!初期設定

ホールド

3Dボタンリンクメニュー
ボタン

TV前選局

アクトビラボタン

かんたん学習

お好み機器設定

コンポーネント
マクロ

システムコントロール
マクロ

ボタンタッチ音
＊4

14社対応
（テレビ）

学習機能

一発!初期設定 かんたん学習

強力広角発光

BSデコーダー
対応

11社対応
（ケーブルテレビ）

14社対応
（テレビ）

ワイドテレビ対応

不揮発性メモリー
バックアップ

ホールド

3Dボタン

プチマクロ リンクメニュー
ボタン

TV前選局

アクトビラボタン

お好み機器設定

コンポーネント
マクロ

システムコントロール
マクロ

ボタンタッチ音
＊4

学 習 マ ル チリモコンリモコン

〈対応機器〉

ホームシアター

アンプ

HDDレコーダー

ブルーレイ
ディスクレコーダー

DVDレコーダー

単体チューナー

テレビ

ビデオ

ケーブルテレビ

アナログBS

〈対応機器〉

スカパー!

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

地上アナログ

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

アナログBS

ケーブルテレビ

ホームシアター

アンプ

HDDレコーダー

ブルーレイ
ディスクレコーダー

DVDレコーダー

単体チューナー

テレビ

ビデオ

〈対応機器〉

スカパー!

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

地上アナログ

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

テレビ＋7台の機器を操作。
メーカー設定や学習機能が簡単に設定できる多機能リモコン

●主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み＊1。簡単な設定（「一発！
初期設定」機能＊2）を行うだけで、違うメーカーのテレビ・ブルーレイディスク
レコーダー・アンプなどを操作可能

●4種の操作切り換えボタンの割り当てに、ボタン表示と異なる機器を設定
可能。例えばチューナーのポジションにDVDを設定し操作でき、お持ちの機器
に合わせて使用可能

●未登録のリモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能＊2

搭載。AV機器はもちろん、エアコンや照明機器などさまざまな赤外線リモコン
付き機器が操作可能＊3

●LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ！」対応
●連続した操作手順を操作切り換えボタンに登録できるコンポーネントマクロ

機能を搭載＊2

●複数の機器にまたがった連続した操作手順を登録できるシステムコントロール
マクロ機能を搭載＊2

●すっきり置けるうつぶせスタイル
＊1 対応メーカーについては6ページをご参照ください
＊2 詳しくは3ページをご覧ください
＊3 学習させた場合のみ対応
＊4 ポジション変更によるボタンタッチ音の変化はありません

●主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み＊1。簡単な設定（「一発！
初期設定」機能＊2）を行うだけで、違うメーカーのテレビ・ブルーレイディスク
レコーダー・アンプなどを操作可能

●7種の操作切り換えボタンの割り当てに、ボタン表示と異なる機器を設定
可能。例えばチューナーのポジションにDVDを設定し操作でき、お持ちの機器
に合わせて使用可能

●未登録のリモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能＊2

搭載。AV機器はもちろん、エアコンや照明機器などさまざまな赤外線リモコン
付き機器が操作可能＊3

●LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ！」対応
●連続した操作手順を操作切り換えボタンに登録できるコンポーネントマクロ

機能を搭載＊2

●複数の機器にまたがった連続した操作手順を登録できるシステムコントロール
マクロ機能を搭載＊2

●デジタルカメラ、ビデオカメラ、フォトフレーム、パソコンなども操作可能
●操作切り換えボタンやシステムコントロールボタン以外のボタンにも最大5ステッ

プのプログラムを設定できるプチマクロ機能＊2を搭載
●すっきり置けるうつぶせスタイル
＊1 対応メーカーについては6ページをご参照ください
＊2 詳しくは3ページをご覧ください
＊3 学習させた場合のみ対応
＊4 ポジション変更によるボタンタッチ音の変化はありません

テレビ＋4台の機器を操作。
メーカー設定や学習機能が簡単に設定できる多機能リモコン

学習機能付きリモートコマンダー 

RM-PLZ430D 
オープン価格
付属品：単3形乾電池×2

学習機能付きリモートコマンダー 

RM-PLZ530D 
オープン価格
付属品：単3形乾電池×2

裏面

裏面

（R）レッド

裏面

（L）ブルー

裏面

（S）シルバー

連続した操作をボタンひとつで行う「マクロ機能」 （対応機器：RM-PLZ530D/PLZ430D/PLZ330D＊）

学 習 マ ル チリモコンリモコン

学習機能

リンクメニュー
ボタン

一発!初期設定

（テレビ）
14社対応

強力広角発光 BSデコーダー
対応

11社対応
（ケーブルテレビ）

不揮発性メモリー
バックアップホールド

3Dボタン

TV前選局

アクトビラボタン

かんたん学習

お好み機器設定 コンポーネント
マクロ

ボタンタッチ音
＊4

●主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み＊1。簡単な設定（「一発！
初期設定」機能＊2）を行うだけで、違うメーカーのテレビ・ブルーレイディスク
レコーダー・チューナーなどを操作可能

●3種の操作切り換えボタンの割り当てに、ボタン表示と異なる機器を設定
可能。例えばチューナーのポジションにDVDを設定し操作でき、お持ちの機器
に合わせて使用可能

●未登録のリモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能＊2

搭載。AV機器はもちろん、エアコンや照明機器などさまざまな赤外線リモコン
付き機器が操作可能＊3

●LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ！」対応
●連続した操作手順を操作切り換えボタンに登録できるコンポーネントマクロ

機能を搭載＊2

●すっきり置けるうつぶせスタイル
＊1 対応メーカーについては6ページをご参照ください
＊2 詳しくは3ページをご覧ください
＊3 学習させた場合のみ対応
＊4 ポジション変更によるボタンタッチ音の変化はありません

テレビ＋3台の機器を操作。
メーカー設定や学習機能が簡単に設定できる多機能リモコン

学習機能付きリモートコマンダー

RM-PLZ330D 
オープン価格
付属品：単3形乾電池×2

裏面

本機のSETボタンと、登録したいブルーレイディスク
レコーダーやCSチューナーなどの機器を設定する
切り換えボタンを2秒長押し、登録したい機器の付属
リモコンの電源ボタンを押すだけの2ステップで設定
できます。

メーカー設定をカンタンに。「一発！初期設定」機能 （対応機器：RM-PLZ530D/PLZ430D/PLZ330D）

SET ボタンを押したまま、設定したい
操作切り換えボタンを 2 秒以上押す

操作したい機器の付属リモコンの
電源ボタンを押す

ピーッという
音が鳴って、
設定完了！

一発!初期設定

本機にあらかじめ記憶されていない機器や機能の
リモコン信号を本機に学習させることができます。
赤外線リモコンであれば、エアコン、扇風機、照明
器具など、幅広い機器に対応可能です（一部の
機器を除く）。さらにRM-PLZ530D/PLZ430D
では、シフトボタンを同時に押すことで、同じボタン
に別のリモコン信号を記憶させることができます。

リモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能 （対応機器：RM-PLZ530D/PLZ430D/PLZ330D）

SET ボタンを押したまま、学習させたい
本機のボタンを 2 秒以上押す

使用中のリモコンの
記憶したいボタンを押し続ける

ピーッという
音が鳴って、
学習完了！

かんたん学習

システムコントロール
マクロ■ システムコントロールマクロ

システムコントロールボタンに複数機器にまたがる最大16ステップの操作プログラムを設定できます。

コンポーネント
マクロ■ コンポーネントマクロ

操作切り換えボタンに最大16ステップの操作プログラムを設定できます。

ブルーレイディスクレコーダーを使うときに、テレビの入力を切り換えて
ブルーレイディスクのメニュー画面を呼び出したい。

テレビ
ブルーレイディスク
レコーダー

HDMI 入力端子1

HDMI 出力端子1

こんなときに
便利

帰宅したとき、
家電の電源を
まとめて入れたい エアコン電源ON

ON

リビングの照明ON

ON

テレビ電源ON

ON

＋ ＋ ＋
アンプ電源ON

ON通  

常

ボタン
ひと押しで
操作可能！こんなときに

便利

ケーブルTVなど
チャンネルの3桁入力
をまとめたい

通  

常
数字ボタンを3回押す

ピッ ピッピッ

＋ ＋

1

4

7

10/0

2

5

8

11

3

6

9

12

1

4

7

10/0

2

5

8

11

3

6

9

12

1

4

7

10/0

2

5

8

11

3

6

9

12

ボタン
ひと押しで
操作可能！こんなときに

便利

テレビの入力をブルーレイディスク
レコーダーに切り換え、音声をアン
プから出力するようにして再生する
ようにボタンひとつで切り換えたい。

テレビ

ブルーレイディスク
レコーダー

アンプ

HDMI 入力端子1

HDMI
出力端子1

音声出力端子 ビデオ入力1

こんなときに
便利

スカパー!
ケーブルテレビ

スカパー! HD

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

アナログBS
地上アナログ

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

ボタン面を下にして置くことができるので、すっきりと
スタイリッシュ。またボタン面にホコリが付きにくいと
いうメリットもあります。

すっきり置ける「うつぶせスタイル」

RM-PZ130D（B）RM-PLZ530D（L） RM-PLZ430D RM-PLZ330D RM-PZ210D（P） RM-PZ110D（S）

操作切り換えボタンやシステムコントロールボタン以外のボタンに、最大5ステップの操作プログラムを設定できます。

プチマクロ5ステップまでの連続した操作をボタンひとつで行う「プチマクロ」  （対応機器：RM-PLZ530D）

＊ PLZ330Dは、コンポーネントマクロのみ対応

データ連動対応

データ連動対応

データ連動対応

2 3



14社対応
（テレビ）

強力広角発光

不揮発性メモリー
バックアップ ボタンタッチ音

ボタンタッチ音 生活防水

強力広角発光

メーカー設定
バックアップワイドテレビ対応

14社対応
（テレビ）

TV前選局

お好み機器設定

不揮発性メモリー
バックアップ

ボタンタッチ音
＊3

14社対応

強力広角発光

BSデコーダー
対応

11社対応
（ケーブルテレビ）

5社対応
（BDレコーダー）

ワイドテレビ対応
（アナログテレビのみ）

（テレビ）

スピ ーカー 付きリモコンリモコン

アナログBS

テレビ

（W）ホワイト（S）シルバー （B）ブラック

使いやすく見やすい大型ボタン。
生活防水にも対応したかんたんリモコン

●濡れた手でも気軽に使える生活防水設計JIS IPX2　
（防滴Ⅱ型）相当

●視認性に優れ、使いやすく見やすい大型ボタン
●主要メーカーのテレビに対応＊

●LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ！」
対応

●地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上
アナログ/アナログBSが簡単に切り換えできるダイレクト
放送切り換えボタン

●持ちやすいすべり止め付き
＊ 対応メーカーについては6ページをご参照ください

リモートコマンダー

RM-PZ3D 
希望小売価格 2,350円＋税
付属品：単3形乾電池×2

〈対応機器〉

地上アナログ

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

110度CSデジタル

テレビ

アナログBS

ブルーレイ
ディスクレコーダー

ブルーレイ
ディスクレコーダー

DVDレコーダー

DVDレコーダー

テレビ

ビデオ

ビデオ

裏面

（W）ホワイト

●機能説明マークについては6ページをご参照ください ●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 

か ん た んリモコンマ ル チリモコン リモコンリモコン

か ん た んリモコンリモコン

大きなボタンで使いやすい。
地デジテレビ専用のかんたんリモコン

●番組表やデータ放送などの地上デジタルテレビの
基本操作が可能

●使いやすく見やすい大型ボタン
●主要メーカーの地デジテレビに対応＊

●LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ！」
対応

●お使いのテレビをかんたんに設定できる「かんたんメー
カー設定」

●すっきり置けるうつぶせスタイル
＊ 対応メーカーについては6ページをご参照ください

リモートコマンダー

RM-PZ110D 
希望小売価格 2,710円＋税
付属品：単3形乾電池×2

裏面

（W）ホワイト

裏面

（S）シルバー

裏面

（L）ブルー

裏面

（P）ピンク

裏面

（B）ブラック

商品型名
学習マルチリモコン マルチリモコン かんたんリモコン スピーカー付きリモコン

RM-PLZ530D＊ RM-PLZ430D＊ RM-PLZ330D＊ RM-PZ210D RM-PZ130D RM-PZ110D RM-PZ3D RM-PSZ35TV

消音/入力切換/音声切換 ○ ○ ○ ○ ○＊1 ○ ○ ○

オフタイマー（スリープ） ○ ○ ○ ○ － － ー －

チャンネル＋/ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

放送切換 ○（ダイレクト） ○（ダイレクト） ○（ダイレクト） ○（ダイレクト） ○（ダイレクト） ○（ダイレクト） ○（ダイレクト） ○（ダイレクト）

動作距離（正面距離）＊2 約11m 約11m 約11m 約11m 約11m 約11m 約11m 約7m

学習可能キー＊3 約948 最大614 最大232 ー － － － －

学習可能ビット数 250ビット 250ビット 250ビット ー － － － －

大きさ（幅×高さ×奥行） 約54×210
×27mm

約52×210
×27mm

約52×210
×27mm

約52×210
×27mm

約52×210
×27mm

約52×210
×27mm

約63×149
×30mm

リモコン 約91×
68×193mm

質量（電池含む） 約165g 約167g 約167g 約167g 約175g 約167g 約130g リモコン
約305g（電池含まず）

電源 単3形乾電池
×2

単3形乾電池
×2

単3形乾電池
×2

単3形乾電池
×2

単3形乾電池
×2

単3形乾電池
×2

単3形乾電池
×2

付属ACアダプター
または

単3形乾電池×3

電池持続時間 約1年＊4 約1年＊4 約1年＊4 約1年＊4 約1年＊4 約1年＊4 約1年＊4 約30時間＊5

付属品 お試し用電池 お試し用電池 お試し用電池 お試し用電池 お試し用電池 お試し用電池 お試し用電池
リモコン用ACアダプター
送信機用ACアダプター

接続コード

＊ テレビとHDDレコーダー、テレビとDVDプレーヤー /レコーダー、ビデオとHDDレコーダー、ビデオとDVDプレーヤー /レコーダーなどの複合機はRM-PLZ530D/PLZ430D/
PLZ330Dの学習機能にて対応しています

＊1 音声切換は10キーを押したまま、TV入力切換キーを押してください　＊2 使用機器のメーカー、機種によっては、距離が変わる場合があります　＊3 ソニーリモコン信号にて　
＊4 1日に300回本機のボタンを押した場合。使用頻度で変わります　＊5 アルカリ乾電池使用時、音声出力5mW時

●主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み＊1。
違うメーカーのテレビ・ブルーレイディスクレコーダー、
DVDなどを操作可能

●2種の操作切り換えボタンの割り当てに、ボタン表示
と異なる機器を設定可能。例えばチューナーのポジ
ションにDVDを設定し操作でき、お持ちの機器に
合わせて使用可能

●LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ！」
対応

●地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上
アナログ/ アナログBSが簡単に切り換えできるダイレクト
放送切り換えボタン＊2

●すっきり置けるうつぶせスタイル
＊1 対応メーカーについては6ページをご参照ください
＊2 一部のメーカー、機器に対応しないものもあります
＊3 ポジション変更によるボタンタッチ音の変化はありません

テレビ＋2台の機器を操作。
3色のカラーバリエーションから選べる
スリムタイプのマルチリモコン

リモートコマンダー

RM-PZ210D 
希望小売価格 2,950円＋税
付属品：単3形乾電池×2

9社対応
（テレビ）
メーカー設定
バックアップ

強力広角発光

ボタンタッチ音

裏面

（S）シルバー

裏面

（P）ピンク

ケーブルテレビ

単体チューナー

スカパー!
スカパー! HD

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

〈対応機器〉

地上アナログ

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

〈対応機器〉

地上デジタル
BSデジタル

110度CSデジタル

テレビ

テレビだけでなく、ブルーレイディスクレコーダーや
DVDレコーダーも操作できるかんたんリモコン

●操作キー付で、テレビ内蔵ブルーレイディスクレコー
ダー/HDD、外付けHDDの操作も可能

●ボタンの色のコントラストが高く、見やすく、押しやすい
大型ボタン

●主要メーカー＊の地デジテレビに対応、メーカー設定も
かんたん

●主要6社のメーカー製ブルーレイディスクレコーダーに
対応

●LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ！」
対応

●ホコリに強く、スタイリッシュでインテリアにもマッチする
「うつぶせスタイル」

●使わないボタンや誤って押さないようにしたいボタンを
ロックできる特定の操作ボタン無効機能搭載

＊ 対応メーカーについては6ページをご参照ください

リモートコマンダー

RM-PZ130D 
オープン価格
付属品：単3形乾電池×2

裏面

（S）シルバー

裏面

（W）ホワイト

裏面

（B）ブラック

〈対応機器〉

地上デジタル
BSデジタル

■ こんなときに便利

110度CSデジタル

テレビ
リモートコマンダー

RM-PSZ35TV 
（リモートコマンダーRM-PSZ35と送信機TMR-IF30Mのセット）
オープン価格
付属品：ACアダプター×2、接続コード

●テレビの音声をコードレスで楽しめる。大きな音でも
はっきり聞こえるコードレススピーカー内蔵リモコン

●主要メーカーのテレビに対応＊

●単体デジタルチューナーに対応
●機能ごとに色分けした大きな文字で使いやすい大型

ボタン
●つまみやすい形状と適度な抵抗感で回しやすいスピー

カー電源兼ボリュームつまみ
●LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ！」

対応
●リモコン部用のACアダプターを付属。電池の残量を

気にせずコードレススピーカーとして使用可能
●音で操作を確認できるボタンタッチ音
＊ 対応メーカーについては6ページをご参照ください

手もとでテレビの音声を聞ける。
適度な音量でテレビを楽しめる
スピーカー付きリモコン

送信機
大きさ（幅×高さ×奥行）:約140×29×75mm
質量：約112g

〈対応機器〉

地上デジタル
BSデジタル

離れた場所で……
離れたテレビの音声も

手もとでハッキリ聞こえる

ベッドサイドで……
周りを気にせず、

深夜番組を楽しめる

リビングで……
お子様からお年寄りまで

ご家族みんなで使いやすい

6社対応
（BDレコーダー）

強力広角発光

ボタンタッチ音不揮発性メモリー
バックアップ

ホールド

9社対応
（テレビ）

データ連動対応

データ連動対応

データ連動対応

4 5



テレビ/一体型/ビデオ メーカー 一覧表
※ 赤外線リモコン付きのソニーおよび下記メーカーの機種を操作することができます。ただし、一覧表の適応範囲内の機種でも、操作できない機種
　 や、一部機能が操作できない機種もあります（製造年代は目安です） ※ PCモニター（テレビチューナー内蔵型含む）には対応していません

メーカー ソニー パナソニック
（松下電器） 東芝 日立 三菱 ビクター/

JVC サンヨー アイワ シャープ フナイ/
PRECIOUS NEC 富士通 パイオニア フィリップス

テレビ KV-9AD1を
のぞく全機種 86年〜 84年〜 85年〜 87年〜 85年〜 85年〜 86年〜 87年〜 89年〜 87年〜 87年〜 87年〜 92年〜

ビデオ一体型テレビ 全機種 92年〜 90年〜 92年〜 92年〜 93年〜 90年〜 92年〜 92年〜 92年〜＊ 未対応 未対応 未対応 未対応

ビデオ 全機種 84年〜 86年〜 86年〜 87年〜 84年〜 87年〜 86年〜 87年〜 87年〜 87年〜＊ 87年〜＊ 87年〜＊ 92年〜＊

＊印のものは、BS機能には対応しません
◎お使いのAV機器の付属リモコンにない機能は、リモコン操作できません

［オーディオプレーヤーの対応メーカー］（対応年代 90年〜）ソニー、パナソニック（松下電器）、ビクター /JVC、サンヨー、アイワ、シャープ、パイオニア、ケンウッド、DENON、オンキョー、ヤマハ、サンスイ

リモコン対応機器一覧表

対応機器／商品型名
学習マルチリモコン マルチリモコン かんたんリモコン スピーカー付きリモコン

RM-PLZ530D RM-PLZ430D RM-PLZ330D RM-PZ210D RM-PZ130D RM-PZ110D RM-PZ3D RM-PSZ35TV

テレビ（デジタルチューナー内蔵） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○＊1 ○＊1

テレビ（アナログチューナーのみ内蔵） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ビデオ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー

ブルーレイディスクレコーダー ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー

DVDレコーダー（デジタルチューナー内蔵） ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー

DVDレコーダー（アナログチューナーのみ内蔵） ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー

DVDプレーヤー ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー

HDDレコーダー ○ ○ ○ ー ー ー ー ー

地上デジタルチューナー ○ ○ ○ ○ ー ー ー ○

BSデジタルチューナー ○ ○ ○ ○ ー ー ー ○

BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー ○ ○ ○ ○ ー ー ー ○

スカパー！（スカイパーフェクTV！）チューナー ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー

ケーブルテレビデジタルチューナー ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー

ケーブルテレビホームターミナル（アナログ） ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー

LDプレーヤー ○＊2 ○＊2 ○＊2 ー ー ー ー ー

DVDプレーヤー内蔵ホームシアター ○ ○ ○ ー ー ー ー ー

アンプ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー

CDプレーヤー ○ ○ ○ ー ー ー ー ー

MDデッキ ○＊2 ○＊2 ○＊2 ー ー ー ー ー

DATデッキ ○＊2 ○＊2 ○＊2 ー ー ー ー ー

TAPEデッキ ○＊2 ○＊2 ○＊2 ー ー ー ー ー

照明機器 ○ ○ ○ ー ー ー ー ー

複合機 ＊3 ○＊2 ○＊2 ○＊2 ー ー ー ー ー

＊1 チャンネル変更機能のみ対応。EPG（番組表）やカラーボタンを使った操作には対応していません　＊2 学習にて対応可能　＊3 テレビとHDD/DVDレコーダー、テレビとDVDプレー
ヤー、ビデオとHDD/DVDレコーダー、ビデオとDVDプレーヤーなどの一体型セット

［DVDプレーヤーの対応メーカー］ ソニー、パナソニック（松下電器）、東芝、日立、アイワ、シャープ、パイオニア、フィリップス、DENON、ヤマハ、サムスン、オンキョー、ビクター /JVC、三菱、ティアック

機能説明

◎赤外線リモコン付きのソニーおよび下記の対応メーカーの機種を操作できます。ただし、一部のメーカー、機種には対応していない場合もあります

地上デジタル、BSデジタルチューナー内蔵テレビのチャンネル
操作に加えて、地上デジタル、BSデジタルチューナーに必要な
EPG（番組表）やカラーボタンを使った基本操作ができます。

データ連動対応

機 能 説 明  他リモコン

学習機能
お持ちの機器の付属リモコンの信号があらかじめ記憶されていない場合や、本カタ
ログ掲載のリモコンにはない機能を操作したい場合は、付属リモコンを使ってボタン
ごとに記憶させ、操作できます

14社対応 ソニーをはじめ、主要14社のテレビ（ビデオ）に対応
※ 下記のテレビ/一体型/ビデオ メーカー 一覧表を参照

11社対応
以下の主要11社のケーブルテレビホームターミナルに対応
対応メーカー：パナソニック（松下電器）、東芝、日立、NEC、富士通、パイオニア、
DXアンテナ、マスプロ、SA（サイエンティフィック・アトランタ）、住友電工、愛知電子

9社対応
ソニーをはじめ、主要9社のデジタルチューナー内蔵テレビに対応
対応メーカー：ソ ニー 、パナソニック（松下電器）、東芝、日立、三菱、
ビクター/JVC、サンヨー、シャープ、パイオニア

6社対応 ソニーをはじめ、主要6社のブルーレイディスクレコーダーに対応
対応メーカー：ソニー、パナソニック（松下電器）、東芝、三菱、シャープ、パイオニア

5社対応 ソニーをはじめ、主要５社のブルーレイディスクレコーダーに対応
対応メーカー：ソニー、パナソニック（松下電器）、三菱、シャープ、パイオニア

強力広角発光
テレビリモコン

約10m
リモコン信号の送信LEDを複数個組み合わせること
で、より広い範囲へのリモコン信号の送信を実現。
リモコンを向ける方向を気にせずに送信できます

ワイドテレビ対応 ワイドTVの画面サイズを切り換えできます

BSデコーダー
対応 BSデコーダー（WOWOWデコーダー）を操作できます

不揮発性メモリー
バックアップ

電池を取り除いても、メーカー設定情報や学習機能で記憶させたリモコン信号は
消えません

メーカー設定
バックアップ

電池を取り除いても、約20分間はメーカー設定情報を保持。電池を交換しても、
メーカー番号設定をやり直す必要がありません

TV前選局
10キーを使ってチャンネル選局した場合、その直前に選局していたチャンネルに戻
ります。ふたつのチャンネル間の、頻繁な切り換えなどに便利です
※［チャンネル＋/－］ボタンで選局されたチャンネルに対しては機能しません。最後に数字

キーで選局したチャンネルを基準に、そのひとつ前に選局されていたチャンネルに戻ります

ボタンタッチ音 音で操作を確認。一部のモデルではテレビモードとビデオモードで音を変えている
ので、いま使っているモードを確認できます（OFFにもできます）

生活防水 水に濡れた手でも使える防滴仕様

お好み機器設定 操作切り換えボタンにお持ちの機器をお好みで設定し操作できます

アクトビラボタン 各社のアクトビラ機能に対応しています

3Dボタン
3Dコンテンツを視聴時、2Dと3Dを切り換えることができます。また、通常の2Dコン
テンツ視聴中に3D映像に変換できます
※ ソニーの3Dブラビアのみ対応

ホールド 誤操作を防ぐために、すべてのキーやボタンをロックできます

リンクメニュー
ボタン メーカー名 ソニー パナソニック

（松下電器） 東芝 日立 シャープ 三菱 パイオニア

リンクの名称 ブラビアリンク ビエラリンク レグザリンク Woooリンク ファミリンク リアリンク KURO LINK

各社のリンク機能に対応したリンクメニューボタンを搭載。入力切り換えなしでテレビモード
のままブルーレイディスクレコーダーやビデオカメラなどの接続機器を操作できます

※ICレコーダー・ラジオ・
電話機用としては使用
できません

出力電圧 3V 4.5V 6V 9V

型名 AC-E30A AC-E45A AC-E60A AC-E90A

希望小売価格 3,000円＋税 3,000円＋税 3,000円＋税 3,000円＋税

定格入力電圧 AC100 〜 240V AC100 〜 240V AC100 〜 240V AC100 〜 240V

定格出力電圧 DC3V DC4.5V DC6V DC9V

定格出力電流 1000mA 1000mA 1000mA 1000mA

コード長 約2m 約2m 約2m 約2m

出力電圧 3V 4.5V 6V 9V

型名 AC-E30L AC-E45L AC-E60L AC-E90M

希望小売価格 3,000円＋税 3,000円＋税 3,000円＋税 2,500円＋税

定格入力電圧 AC100V AC100V AC100V AC100V

定格出力電圧 DC3V DC4.5V DC6V DC9V

定格出力電流 700mA 650mA 650mA 600mA

コード長 約2m 約2m 約2m 約2m

出力電圧 3V 6V

型名 AC-D2M AC-D4L

希望小売価格 2,500円＋税 3,000円＋税

定格入力電圧 AC100V AC100V

定格出力電圧 DC3V DC6V

定格出力電流 350mA 650mA

コード長 約2m 約2m

JEITA規格 極性統一形プラグ
スイッチング電源タイプ

従来タイプ

JEITA規格 極性統一形プラグ
トランス電源タイプ

国内全メーカー統一規格のACパワーアダプター /カーバッテリーコード
JEITA規格 極性統一形プラグなら、どのメーカーの製品にも使えます

●1990年以降に、日本国内で発売された電気製品の外
部DC電源入力/出力端子には、〈極性統一形DCプラ
グ/ジャック〉が採用されています。これは、電圧や極性な
どの違いによって不都合が生じないように、国内全メー
カーのプラグ/ジャックを統一規格にしたものです

●JEITA規格適合品は、プラグ/ジャック部分が黄色になっ
ているので、すぐにわかります

●旅行先でもかさばらない軽量・薄型サイズ
●定格出力電流1000mA、ほとんどの機器に対応
●定格入力電圧100 〜240Vまで対応。海外でも使用

可能

●USBポートを2口搭載。スマートフォンやウォークマン®、iPod、USB充電機能対
応のサイバーショット＊1、アクションカム＊1、ハンディカム、Bloggieなど2台の機器
を同時に充電可能

●AC100〜240V（50Hz/60Hz）対応で、海外でも使用可能
●プラグ部分はスイングして収納できるので持ち運びに便利
●過電流時に消灯して動作状態を知らせるLEDランプ付き
※モバイル機器の充電には各機器の接続に対応したケーブルが別途必要になり

ます
※本機の定格出力電流は、2端子合計で1,500mAです。出力電流が1,500mAを

超えた場合は、安全のために出力を停止します
※その他動作確認済み機器（充電動作）：XperiaTM Arc、XperiaTM Acro、XperiaTM 

ray、XperiaTM acroHD、XperiaTM NX、XperiaTM GX、XperiaTM SX、XperiaTM AX、
XperiaTM VL、XperiaTM Z、XperiaTM UL、XperiaTM A、XperiaTM Z1、XperiaTM Z1f、
XperiaTM Z Ultra、XperiaTM Tablet Z、USB充電機能対応のサイバーショット＊1、

　アクションカム＊1、ハンディカム、Bloggie、α（アルファ）＊2、USB充電対応
　ソニー製ICレコーダー、USB充電対応ウォークマン®＊3、iPhone 5、iPhone 4S、 

iPhone 4、 iPhone 3GS、 iPhone 3G、 iPod touch（第1/2/3/4世代）、iPod 
nano（第4/5/6世代）、iPod shuffle（第4世代以降）（2014年3月現在）

＊1撮影時（本アダプターからの給電時）は、1口のみでご使用ください
＊2充電のみ
＊3機種によっては充電対応していない場合があります

USB 充電 AC 電源アダプター

AC-U501AD
希望小売価格 2,950円＋税

●家庭用電源からUSB充電対応ウォークマン®＊、iPod＊、iPhone＊などに充電可能
●ソニー、iPod/iPhone充電切り換えスイッチ搭載
●AC100〜240V（50/60Hz）対応で海外でも使用可能
●持ち歩き時に折りたためるスイングプラグ採用
●定格出力電流1000mA
＊ 対応機器：USB充電対応ウォークマン® 、iPhone、iPod（第4世代以降）、

iPod touch、iPod nano、iPod classic、iPod mini 、iPod shuffle（ 第2世 代
以降）、ソニー製USB充電対応ICレコーダー、ワイヤレスステレオヘッドセットDR-
BT100CX/BT100CXP/BT101、ワイヤレスオーディオレシーバーDRC-BT60/
BT60P/BT30/BT30P

ウォークマン®、iPodなどを
家庭用電源で充電できるアダプター

スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーを
2台同時に充電できる、USB ACアダプター

USB ACアダプター

USB充電アダプター

ソニー・iPod/iPhone
切り換えスイッチ

USBポート
（下面）

型名 AC-UD20

定格入力電圧 AC100V-240V、50Hz/60Hz

定格出力電圧 DC5V

定格出力電流 合計 1,500mA

大きさ
（幅×高さ×奥行）

約 36 × 80 × 39.5mm
（突起部含まず）

質量 約66g

USBポート/2口
（下面）

USB ACアダプター

AC-UD20
オープン価格

：このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください　●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

電 源 機 器 A C 電 源 アダ プター＆カー バッテリー アダ プター
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ソニーAVアクセサリー・ホームページ
AV機器やスマートフォンを便利に使えるAVアクセサリー

sony.jp/av-acc/

トップページ

● 画面イメージは実際とは異なる場合があります。（2015年4月現在の画面です）

●本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整費などは含まれていません

ソニー株式会社　ソニーマーケティング株式会社／〒 108-0075  東京都港区港南 1-7-1

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが
あります ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品の
中には地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選び
ください ● ：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があり
ます。販売店にお確かめのうえお選びください 
商品購入時の注意  ●掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ
年月日が記入されているかお確かめのうえ、大切に保存してください。ただし、オーディオ
/ビデオアクセサリーの一部の商品には保証書がついていません ●製造番号は品質

管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、この 
AVアクセサリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。ただし、故障の
状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください 
各社商標など　●SONYはソニー株式会社の商標です ●ウォークマン、WALKMAN、
サイバーショット、ハンディカム、HANDYCAM、BRAVIA、ブラビア、Bloggieは、ソニー
株式会社の商標または登録商標です ●iPad 、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod 
shuffle、iPod touchは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です ●その
他システム名、製品名は各社の登録商標または商標です 
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