
3-859-550. RM-P22U. Page 1

3-859-550-01. RM-P22U. Page 1

ビデオを操作するには

1 ビデオの電源を入／切します。
2 ビデオ１またはビデオ2に合わせます。
3 BSチューナー内蔵のビデオを操作すること

ができます。くわしくは「BS機器の操作の
しかた」をご覧ください。

4 チャンネルを選びます。
5 ビデオを巻き戻します。*
6 ビデオで録画するときに使います。このボタ

ンを押したまま(を押すと録画状態になり
ます。*

7 テレビとビデオをアンテナ線で接続してある
とき、アンテナ切換（テレビ／ビデオ）とし
て働きます。

8 入力を切り換えます。このボタンでBSモー
ドに切り換える製品もあります。

9 主音声と副音声を切り換えます。
0 画面表示やテープ残量を見たいときに押しま

す。
!¡ ビデオを再生します。*
!™ ビデオを早送りします。*
!£ ビデオの再生を停止します。*
!¢ ビデオを一時停止にします。解除するとき

は、もう１度押します。*
!∞ チャンネル (BS) を切り換えます。

* これらのボタンは、テレビ／ビデオ1／ビデオ2切
換スイッチが「テレビ」の位置でも、ビデオ１に設
定したビデオを操作することができます。ただし、
ビデオ一体型テレビを設定しているときは、ビデオ
一体型テレビを操作することができます。

本機のボタンで、お手持ちの機器にない機能は
操作できません。また、機器によっては操作で
きない機能もあります。

ボタンのタッチ音を消すには
テレビ電源ボタンを押しながら、音量’ボタン
を押してください。

再びタッチ音が鳴るようにするには、テレビ電
源ボタンを押しながら、音量‘ボタンを押しま
す。

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
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故障かな?とお考えになる前に
リモコンで正しく動作しないときは、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、お買い上げ店にお問い合わせ
ください。

リモコンでお手持ちの機器が操作できないとき
πテレビ、ビデオから離れすぎていませんか?
→ 7m以内の距離で本機を使ってください。

πテレビ、ビデオ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。

π乾電池が消耗していませんか?
→ 新しい乾電池と交換してください。

πリモコン信号の設定が変わっていませんか？
→ 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1度、
設定をやり直してください。
（誤って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。）

お手持ちの機器に合わせてリモコン信号を設定
しても操作ができないとき
π操作したい機器のモ－ドになっていますか?
→ テレビ／ビデオ1／ビデオ2切換スイッチを正

しく合わせてください。

π正しいリモコン信号を設定しましたか?
→ 同じメーカーでも複数の信号がある場合は、

ほかの信号を設定してみてください。

πメーカー設定にロックがかかっていません
か?
→ ロックを解除してください。

ボタンを押すと、ピッピッピッピッピッピッピ

ッピッと音が続けて出るとき
π電池が消耗しています。
→ 新しい電池と交換してください。

テレビ、ビデオに近づかないと動作しないとき
π電池が消耗しています。
→ 新しい電池と交換してください。

主な仕様
動作距離 約7ｍ
電源 DC 3V、単3形乾電池2個
電池持続時間 約6ヶ月 （使用頻度で変わります。）
最大外形寸法 約61 × 187× 31mm

（幅 × 高さ × 奥行き）（EIAJ*）
質量 約90g（電池含まず）
付属品 単3形乾電池（2）
* EIAJ（日本電子機械工業会）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。
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テレビ/ビデオ用
リモートコマンダー

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。
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各部のなまえと働き
各ボタンはテレビ、ビデオそれぞれに共通して
使用します。正しいリモコン操作を行うため
に、最初にテレビ／ビデオ1／ビデオ2切換ス
イッチで操作する機器を選んでください。
基本的には、お手持ちの機器に付属のリモコン
と同じ使いかたをしてください。
本機のボタンで、お手持ちの製品にない機能は
操作できません。また、機器によっては操作で
きない機能もあります。

テレビを操作するには

1「テレビ」に合わせます。
2 BSチューナー内蔵のテレビを操作すること

ができます。くわしくは「BS機器の操作の
しかた」をご覧ください。

3 ワイド画面モードを切り換えます。詳しくは
「ワイド機能の使いかた」をご覧ください。

4 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１度押
します。

5 チャンネルを選びます。
6 音量を調節します。*
7 テレビの音を消します。音を出すときは、も

う1度押します。*
8 テレビの電源を入／切します。*
9 テレビの電源が自動的に切れる時間を設定し

ます。
0 画面の入力を切り換えます。このボタンで

BSモードに切り換える製品もあります。
!¡ 主音声と副音声を切り換えます。
!™ チャンネル (BS) を切り換えます。

* これらのボタンはテレビ／ビデオ1／ビデオ2切換
スイッチが「ビデオ1」または「ビデオ2」の位置で
も、テレビ（ビデオ一体型テレビ）を操作すること
ができます。
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乾電池の入れかた
下図に従って付属の乾電池を入れてください。

1

2

動作距離が短くなってきたら、乾電池を交換し
てください。交換をするときに時間がかかった
り、ボタンを押したりすると、お買い上げ時の
設定（ソニー製品用）に戻ってしまいます。再
び他社製品を操作できるようにするには、「お
手持ちのテレビ・ビデオ機器を操作するには」
を参照して、メーカー設定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、誤飲などを避けるた
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。

･‘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。

･新しい電池と使用した電池、種
類の違う電池を混ぜて使わな
い。

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。

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。

警告

注意

警告

注意
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操作のしかた2

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

操作のしかた3

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

操作のしかた4

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

ソニーのビデオでは、BS5チャンネルを選びた
いときは と を、BS7チャンネルを選
びたいときは と を、BS11チャンネル
を選びたいときは と をそれぞれ順番に
押すものもあります。

操作のしかた5

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

ワイド機能の使いかた
ワイド機能の切り換えは、機器によって操作方
法が異なります。
基本的には、お手持ち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）。テレビの取扱説明書もあわせてご覧くだ
さい。

操作のしかた1

ワイドボタンを押す

お手持ちのテレビによってモードの切り換わり
かたが異なります。

操作のしかた2

ワイドボタンを押しながら ～ を押す

メーカー設定のロックのしかた
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。）

ロックのしかた

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

解除のしかた

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

入力の切り換えかた
テレビとビデオの入力切り換えは、機器によっ
て操作方法が異なります。
基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属
のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、
機種を除く）。テレビやビデオの取扱説明書も
あわせてご覧ください。

操作のしかた1

入力切換ボタンを押すたびに次の順序で切り換
わります。

TV (BS) LINE-1

LINE-2(LINE-6)

操作のしかた2

チャンネル‘/’ボタンを押していくと次の順序
で切り換わります。

TV (BS) LINE-1

LINE-2(LINE-6)

操作のしかた3

TV

LINE-1

LINE-2

LINE-3

BS機器の操作のしかた
BSチャンネルの切り換えは、機器によって操
作が異なります。
基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属
のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、
機種を除く）。テレビやビデオの取扱説明書も
あわせてご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビの場合

操作のしかた1

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

操作のしかた2

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

操作のしかた3

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

操作のしかた4

BSボタンを押しながらBSチャンネルを選ぶ

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

ソニーのテレビで、コード番号 A=1 B=2 に
設定すると、BSボタンを押しながら を押
すとBS5チャンネル、 を押すとBS7チャン
ネル、 を押すとBS11チャンネルになる機
種もあります。

BSモードのときに、主音声や副音声を切り換
えるには
･ 主音声/副音声を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。

･ 独立音声を選ぶときはBSボタンを押しなが
ら、スリープボタンを押します。テレビ音声
に戻すときは、もう１度BSボタンを押しな
がらスリープボタンを押します。

BSチューナー内蔵ビデオの場合

操作のしかた1

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

設定が完了すると
電源ボタンを離したときに「ピー」という音が
鳴ります。
本機で基本操作ができるかどうか確かめてくだ
さい。

リモコン操作ができないときは
コードＢに複数の番号があるメーカーもありま
すので、もう一度コードBの番号を変えて設定
してください。

メーカー設定ができないときは
メーカー設定がロックされているときは、設定
が変えられません。右記の「解除のしかた」を
ご覧になって、まずロックを解除してから、設
定してください。

お買い上げ時はソニーのテレビ、VHSビデオ
デッキ（ビデオ1)、8 mmビデオデッキ（ビデ
オ2）を操作するようになっています。
他社製テレビ、ビデオを操作したいとき、また
はソニーのテレビ、ビデオでも動作しないとき
は、次の手順で設定しなおしてください。
また、テレビの代わりにビデオ一体型テレビを
設定することもできます。

他社のテレビを操作するには
1 テレビ／ビデオ1／ビデオ2切換スイッチを
「テレビ」に合わせます。
2 テレビ電源ボタンを押しながら、メーカー
コードAとテレビのコードBの番号を順番に押
します。（コードBの番号が複数あるときは、
そのうちの1つを使って設定してください。）

他社のビデオを操作するには
1 テレビ／ビデオ1／ビデオ2切換スイッチを、
1台目のビデオを設定するときは「ビデオ1」、
2台目のビデオを設定するときは「ビデオ2」
に合わせてください。

2 ビデオ電源ボタンを押しながら、メーカー
コードAとビデオのコードBの番号を順番に押
します。（コードBの番号が複数あるときは、
そのうちの1つを使って設定してください。）

他社のビデオ一体型テレビを操作するには
1 テレビ／ビデオ1／ビデオ2切換スイッチを
「テレビ」に合わせます。
2 テレビ電源ボタンを押しながら、メーカー
コードAとビデオ一体型テレビのコードBの番
号を順番に押します。（コードBの番号が複数
あるときは、そのうちの1つを使って設定して
ください。）

お手持ちのテレビ・ビデオ機器を操作するには

ビデオ電源

テレビ電源

テレビ／ビデオ1
／ビデオ2

番号ボタン

テレビ

コードB

1,2,3

1,2,3

1

1

1.2

1,2,3

1,2,3

7

1,2

7,8,9

1,2,3

7,8

1

1,2

1,2,3,4,5

　

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

　

対応メーカー一覧表

ビデオ

コードB

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2

1,2

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

7,8,9

1,2,3

7

1,2,3,4

7

1

1

1,2

　

コードA

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

11

12

　

ビデオ一体型テレビ

コードB

4,5,6

4,5,6

2,3

2,3

3

4

4,5

8,9,10

3

10,11,12

6,7,8

　
* NEC、富士通、パイオニア、フィリップス製ビデオのBS機能には対応していません。

押しながら

押しながら

押しながら    押しながら

押しながら    押しながら

チャンネル‘ チャンネル’

押しながら

押しながら


