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準 備
テレビ用
リモートコマンダー

メーカー番号一覧表

テレビの操作
Pメーカー設定が終わっていない場合は「準備」をご覧ください。

Pテレビ画面にならないときは
ビデオ画面などになっていて、テレビ画面に切
り換わらないときは、入力切換ボタンを押して
ください。
一度押してもテレビ画面にならない場合は、何
度か押してみてください。
お使いのテレビによっては「ビデオ1→ビデオ2
→テレビ」のように切り換わります。
何度押してもテレビ画面にならない場合は、裏
面の「入力の切り換えかた」をご覧ください。

P テレビの電源が入らないときは
テレビ本体のスイッチを確認してください。
本体の電源が待機状態になっていないと、リモ
コンで電源が入らない場合があります。

テレビの主音声と副音声を切り換えるに
は
音声切換ボタンを押します。

ワイド画面の操作をするには
ワイドボタンを押します。
それでも操作できない場合は、ワイドボタンを
押しながら数字ボタンの1～6を押します。

BSチューナー内蔵テレビの操作
BSボタンを押してBSモードにしてから数字ボタ
ンでチャンネルを選びます。BSデジタルは操作で
きません。

画面表示ボタン
現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りた
いとき、あるいは表示したままにしたいときに押
します。表示を消すには、もう一度押します。

消音ボタン
テレビの音を消します。音を出すときは、もう一
度押します。

オフタイマーボタン
テレビの電源が自動的に切れる時間を設定しま
す。

リコールボタン
ひとつ前に選局していたチャンネルに戻ります。
（数字ボタンでチャンネルを選んだ場合に使えま
す。ご使用の機種によっては、操作できない場合
があります。）

消音ボタン

画面表示ボタン

入力切換ボタン
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RM-KP15
ボタン表示がモデルによって異なります。
イラスト引き出し線の位置を参考にしてご覧ください。

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項
を守らないと、火災や人身事故に
なることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項
と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書
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。

安全のために
事故を防ぐために次のことを必ずお守りくださ
い。

• 安全のための注意事項を守る
• 故障したら使わない
• 万一異常が起きたら、お買い上げ店または
ソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味
この取扱説明書では、次のような表示をして
います。表示の内容をよく理解してから本文
をお読みください。

この表示の注意事項を守らない
と、火災、感電などにより死亡
や大けがなど人身事故の原因と
なります。

この表示の注意事項を守らない
と、感電その他の事故によりけ
がをしたり周辺の家財に損害を
与えたりすることがあります。

テレビ

メーカー

ソニー

パナソニック
ナショナル（松下）

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

その他

メーカー番号
（電源ボタンを押したまま、
2つの数字ボタンを順に押し
ます）
1-1、1-2、1-3
2-1、2-2

3-1
4-1、5-1、qs-qa、qs-2
5-1、5-2、qs-5、qs-qa、
2-1
6-1、6-2、6-3
7-1、7-2、7-3
7-7
8-1、8-2
8-7、8-8、8-9

9-1、9-2、3-1
9-7、qs-8
q;-1
qa-1
qs-1、qs-2、qs-3、
qs-4、qs-5、qs-9、
qs-qa、qs-qs

1 メーカー設定をする
お買い上げ時はソニー製のテレビが操作
できるようになっています。
他社製のテレビのリモコンとして使うに
は、必ずメーカー設定をしてください。
また、ソニー製のテレビでも、うまく操
作できない場合はこの設定をしてくださ
い。

ご注意

メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器
でも、年代・機種によっては、操作できな
いものや、一部の機能が操作できない機種
もあります。
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1 電源ボタンを押したまま、数字ボタン
でメーカー番号を押す（右記「メーカー番
号一覧表」参照）

メーカー番号が何通りかある場合は、ま

ずー番左に書いてある2つのボタンの組み
合わせから試してください。

2 電源ボタンから指を離す
「ピー」という確認音が鳴ります。

例）松下のテレビの場合

1
電源�

  を押したまま2→1と押す

2 電源ボタンから指を離す
設定が完了すると「ピー」という確認音

が鳴ります。

電源ボタン

数字ボタン

1 電源を入れる

チャンネル3/#ボタン
このボタンでもチャンネル
を選べます。

3 音量を調節する

音声切換ボタン

BSボタン

2 チャンネルを選ぶ

2 正しく設定できたか
確認する
本機でテレビの電源入・切やチャンネル
の切り換えをしてみてください（右記ま
たは裏面の操作のしかた参照）。
うまく操作できない場合は、メーカー設
定をやりなおしてください。
メーカー番号が何通りかある場合は、違
う番号で試してみてください。

リコールボタン

オフタイマーボタン

ワイドボタン

ご注意

基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと
同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボ
タンがあっても、お使いのテレビにない機能は使
えません。また、機種によっては一部の機能が操
作できない場合もあります。

この説明書は再生紙を使用しています。
VOC（揮発性有機化合物）1%以下植物インキ使用



操作のしかた 2

チャンネル3または#ボタンを何度か押す。

チャンネル�

何度か押し続けるとBSチャンネルに切り換わり
ます。

操作のしかた 3

1 入力切換ボタンを 2 チャンネル3または#

何度か押してBS ボタンでチャンネルを
モードにする。 選ぶ。

チャンネル�入力�
切換�

操作のしかた 4

BSボタンを押しながらチャンネル3または#ボタ
ンを何度か押す。

チャンネル� BS

BSモードのときに主音声と副音声を切り換
えるには
音声切換ボタンを押します。
それでも切り換えられないときは、BSボタンを押
しながら音声切換ボタンを押します。

 BS音声�
切換�

音声�
切換�

アナログBSデコーダー
（WOWOW）操作のしかた

電源の入れかた

 BS 電源�

押しながら

音声選択

ワイド� BS

押しながら

二重音声

画面�
表示� BS

押しながら

ご注意

BSデジタルデコーダーは操作できません。

故障かな？と思ったら
リモコンで正しく操作や設定ができないときは、
下記の項目をチェックしてください。それでも正
しく動作しないときは、お買い上げ店またはお客
様ご相談センターにお問い合わせください。

メーカー設定でのトラブル

メーカー設定ができない
メーカー設定が完了すると、電源ボタンから指を
離したときに「ピー」という確認音が鳴ります。（ボ
タンのタッチ音を消していても、この音は鳴りま
す。）
鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてくだ
さい。
□ メーカー設定にロックがかかっていませんか？

→「メーカー設定をロックするには」を参照して、

ロックを解除してください。

□ 電池が消耗していませんか？

→新しい電池と交換してください。

□ 3つのボタン（電源ボタンと数字ボタン2つ）を同
時に押していませんか？

→電源ボタンを押しながら、数字ボタンはひとつ

ずつ順に押してください。

メーカー設定をしたのにお手持ちの機器が操作できない
□ 正しくメーカー設定をしましたか？

→「準備」の手順1を参照して、もう一度設定して
みてください。

同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場

合は、他の番号も試してください。

□ メーカー設定が変わってしまっていませんか？

→操作中に誤ってボタンを押したために、設定が

変わってしまうことがあります。もう一度メー

カー設定をやりなおしてください。

（誤ってメーカー設定を変えないように、ロック

をかけておくこともできます。）

□ 電池交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていま

せんか？

→電池交換の際に時間がかかりすぎたり、電池を

入れる方向を間違えると、お買い上げ時の設定

（ソニー製品用）に戻ってしまうことがありま

す。

もう一度メーカー設定をやりなおしてくださ

い。

□ メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、

年代・機種により一部操作できない機種がありま

す。

□ 本機ではコンピュータ用モニター（チューナー内

蔵型を含む）は操作できません。

その他のトラブル

リモコンで操作できない
□ 操作する機器から離れすぎていませんか？

→5m以内の距離でリモコンを使ってください。
□ 操作する機器のリモコン受光部の前に障害物があ

りませんか？

→リモコン受光部の前の障害物を取り除いてくだ

さい。

□ 電池が消耗していませんか？

→新しい電池と交換してください。

ボタンを押すと、ピッピッピッ・・・と音が続けて出る
□ 電池が消耗しています。

→新しい電池と交換してください。

N その他
一部の機能が操作できない
□ 正しくメーカー設定をしましたか？

→一部の機能だけが操作できない場合も、別の

メーカー番号で設定しなおすと操作できるよう

になることがあります。

□ お使いの機器にない機能の場合、本機にボタンが

あってもその機能は使えません。

□ 年代・機種によっては、一部の機能が操作できな

い場合もあります。

電源は入れられるが操作したい機器の画面にならない
□ 操作したい機器とは違う入力画面になっていませ

んか？

→「入力の切り換えかた」を参照して、画面を切り

換えてください。

電池が入らない（きつい）
→電池を逆に挿入できない構造になっています。

極性を確認して正しく入れてください。

テレビに近づかないと動作しない
□ 電池が消耗しています。

→新しい電池と交換してください。

□ 一部の機器のリモコン受光部の特性によっては、

5m以内の距離でも操作できないことがあります。
→電源ボタンと入力切換ボタンを押しながら数字

ボタン3を押す（当社従来送信方式への変更）。

それでも操作できない場合は、電源ボタンと入

力切換ボタンを押しながら数字ボタン4を押し

て（工場出荷時の省電力送信方式への変更）、操

作できる場所に移動してください。

本機は当社独自の省電力設計による信号送信方

式を用いることで動作距離を低下させることな

く、当社従来比約20％の消費電力低減化を行っ
ています。通常はメーカー設定をすれば当社従

来品と同様に操作できますが、操作したい機器

のリモコン信号受光部の特性によっては5m以内
の距離でも操作できない場合があります。その

場合、従来の信号送信方式に変更して操作して

ください。

主な仕様
動作距離 約5m*（正面距離）
電源 DC 3V、リチウム電池CR2032 1個
電池持続時間 約7か月（使用頻度で変わります）
最大外形寸法 約56×128×12mm（幅×高さ×奥

行き）（JEITA**）
質量 約35g（電池含む）
付属品 リチウム電池CR2032（1）（本体装

着済）

* 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。

**JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値
です。

本機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がご了承ください。

保証書とアフターサービス
この製品には保証書が添付されていますので、お
買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、
大切に保存してください。保証期間はお買い上げ
日より1年間です。
万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ
店にご相談ください。

入力の切り換えかた
テレビの入力切り換えは、機器によって操作方法
が異なります。基本的には、お使いのテレビに付
属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機
種を除く）。
下記のいずれかの方法を試してみてください。

操作のしかた 1

入力切換ボタンを何度か押す。
押していくと次のように切り換わります。
（表示内容と順番は機器により異なります。）

入力�
切換�

テレビ�
（TV）�

BS ビデオ1�
（LINE-1）�

ビデオ2�
（LINE-2）�

ビデオ3�
（LINE-3）�

操作のしかた 2

チャンネル3または#ボタンを何度か押す。
押していくと次のように切り換わります。
（表示内容と順番は機器により異なります。）

チャンネル�

テレビ�
（TV）� BS

ビデオ1�
（LINE-1）�

ビデオ2�
（LINE-2）�

ビデオ3�
（LINE-3）�

操作のしかた 3

入力切換ボタンを押しながら数字ボタンをひとつ
押す。

入力�
切換�

1
2
3

10 テレビ(TV)

ビデオ1(LINE-1)

ビデオ2(LINE-2)

ビデオ3(LINE-3)

BSチューナー内蔵テレビ
の操作
BSチャンネルへの切り換えは、機器によって操作
方法が異なります。基本的には、お使いのテレビ
に付属のリモコンと同じ操作です（一部のメー
カー、機種を除く）。
下記のいずれかの方法を試してみてください。

ご注意

BSデジタルは操作できません。

BSチューナー内蔵テレビの操作

操作のしかた 1

BSボタンを押しながら数字ボタンでチャンネル
を選ぶ。

12 BS 1

BS13チャンネルを選びたいときはq;を、BS15
チャンネルを選びたいときはqsを押します。

N 進んだ使いかた

ボタンのタッチ音を消す
には
ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消し
ておくことができます。

タッチ音を消すには
電源ボタンを押しながら音量 ボタンを押す。

電源� 小�
音量�

押しながら

再びタッチ音が鳴るようにするには
電源ボタンを押しながら音量 ボタンを押す。

電源� 大�
音量�

押しながら

メーカー設定をロックす
るには
メーカー設定を誤って消さないように、ロックを
かけておくことができます。（ロックがかかってい
るとメーカー設定はできません。メーカー設定を
するときは、解除してください。）

ロックするには

電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル3ボタ
ンを3つ同時に押す。

チャンネル�

電源� 入力�
切換�

押しながら 押しながら

「ピーピー」という音が鳴ります。

ロックを解除するには

電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル#ボタ
ンを3つ同時に押す。

入力�
切換�電源�

チャンネル�

押しながら 押しながら

「ピー」という音が鳴ります。

押しながら

何度か押す

何度か押す

何度か押す

押しながら

何度か押す

何度か押す

何度か押す

押しながら

電池交換のしかた
動作距離が短くなってきたら、リチウム電池を交
換してください。

1 コインなどでまわして、ふたをはずす

2 リチウム電池を矢印の方向にずらして
電池ボックスから引き出す

3 電池の3側を上にして、電池ボックス
下側2カ所のツメの下に押し込みながら
電池ボックス上側2カ所のツメの下には
め込む
ふたの丸印と本体の丸印の位置を合わ
せてふたを閉め、カチッと音がするま
で回す

ご注意

電池を入れる方向を間違えるとお買い上げ時の設
定（ソニー製品用）に戻ってしまうことがありま
す。
電池の交換は20分以内に行ってください。電池を
取り出したまま20分以上たつと、お買い上げ時の
設定（ソニー製品用）に戻ってしまうことがあり
ます。
お使いのテレビの操作ができなくなってしまった
ときは、もう一度「準備」の手順1「メーカー設定
をする」をやり直してください。

電池についての安全上のご注意
漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるめ、下
記のことを必ずお守りください。

• ボタン型電池は幼児の手の届かな
いところに置く。万一飲み込んだ
場合は、ただちに医師に相談して
ください。

• 火の中に入れない。ショートさせ
たり、分解、加熱しない。

• 乾電池は充電しない。
• 指定された種類の電池を使用す
る。

• 3と#の向きを正しく入れる。

• 電池を使い切ったとき、長時間使
用しないときは、取り出してお
く。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよ
くふきとってから、新しい電池を入れてください。
万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流
してください。

リチウム電池　
CR2032 1個

または

押しながら


