
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
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・破

裂などにより死亡や大けがなど人身事
故が生じます。

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、感電やその他

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。







心臓のペースメーカーの装着部から
22cm以上離してください。
電池を間違えて交換した場合、爆発の危
険があります。
電池を交換するときは、＋と－を正しい
向きに入れてください。
指定の電池を使用してください。（リチ
ウムコイン電池、CR2025）

安全上のご注意

本機は、本機が対応しているソニーのテ
レビで3D映像を視聴する場合にのみご
使用ください。
本機を使用中に、眼の疲労、疲れ、気分
が悪くなるなどの不快な症状が出ること
があります。
3D映像を視聴したり、3D立体視ゲーム
をプレイするときは、定期的に休憩をと
ることをおすすめします。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。 











不快な症状が出たときは、本機の使用を
中止し、回復するまで3D映像の視聴を
やめ、必要に応じて医師にご相談くださ
い。
お使いのテレビ、テレビに接続する機器
やソフトウェアの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。最新情報については、 
ホームページ（http://www.sony.jp/
support/tv/）をご覧ください。
なお、お子様（特に6歳未満の子）の視覚
は発達段階にあります。お子様が3D映
像を視聴したり、3D立体視ゲームをプ
レイする前に、小児科や眼科などの医師
にご相談いただくことをおすすめしま
す。
大人のかたは、お子さまが上記注意点を
守るよう監督してください。
3Dメガネを落としたり改造したりしな
いでください。
メガネのレンズが割れた際は、目や口に
破片が入らないようにしてください。
お子様が電池と電池カバーを飲み込むの
を防ぐため、電池を交換するときはお子
様を近づけないでください。もしお子様
が電池または電池カバーを飲み込んでし
まったときは、すぐに医師の診察を受け
てください。
3Dメガネで使用した電池を火の中に廃
棄しないでください。
ヒンジ（折りたたみ部）に指などを挟みこ
まれない様にご注意ください。
3Dメガネおよび電池を火のそばや直射
日光のあたるところ・炎天下の車中な
ど、高温の場所で使用・保管・放置しない
でください。
3Dメガネを装着する時は、ツルの先が
目を傷つけない様注意して下さい。

蛍光灯やLED電球などのもと
でのちらつきや閃光
蛍光灯やLED電球などのもとで、3Dメガ
ネを使用しての3D映像やSimulView™コ
ンテンツの視聴やゲームのプレイ中に、ち
らつきや閃光が見える場合があります。
このちらつきや閃光によって、非常にまれ
に、けいれん発作や失神などの光感受性発
作の症状が出る場合があります。
ちらつきや閃光を感じたときは、直ちに、
3Dメガネをはずし、3D映像やSimulView
™コンテンツの視聴やゲームのプレイを中
止してください。
今までにけいれん発作や失神の症状が出た
ことがない方でも、このちらつきや閃光に
よってけいれん発作や失神の症状が出る場
合もあります。
けいれん発作や失神、意識障害などの光感
受性発作の既往歴がある方は、3Dメガネ
を使用して3D映像やSimulView™コンテ
ンツの視聴やゲームのプレイを行う前に医
師にご相談ください。
3Dメガネを使用中に以下の症状が出た場
合は、直ちに、3Dメガネをはずし、3D映
像やSimulView™コンテンツの視聴やゲー
ムのプレイを中止し、再び3Dメガネを使
用する前に医師にご相談ください。
めまい、異常な見え方、目（まぶた）や筋肉
のけいれん、意識障害や失神、けいれん発
作やひきつけ

使用上のご注意
3Dメガネはテレビと水平な状態でご覧
になってください。
横になったり顔を傾けたりすると、3D
効果を感じにくくなったり映像の色が変
わったりすることがあります。
環境保護の為、使用済みの電池の廃棄に
ついては地方自治体の条例または規則に
従ってください。





















メガネのお手入れ方法
メガネはやわらかい布で優しく拭いてく
ださい。
汚れがひどいときは中性洗剤と温かいお
湯を少々つけて湿らした布で拭き取って
ください。
化学ぞうきんを使うときは、パッケージ
に記載されている指示に従ってくださ
い。
シンナーやアルコールやベンジンのよう
な化学薬品は使わないでください。

無線について

電波法に基づく認証について
本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく小
電力デー夕通信の無線設備として認証を受
けています。
証明表示は無線設備上に表示されていま
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。
ただし、以下の事項を行うと法律で罰せら
れることがあります。使用上の注意に反し
た機器の利用に起因して電波法に抵触する
問題が発生した場合、弊社ではこれによっ
て生じたあらゆる損害に対する責任を負い
かねます。
本機内蔵の無線装置を分解／改造するこ
と。
本機内蔵の無線装置に貼られている証明
ラベルを剥がすこと。

周波数について
本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから
2.4835 GHzまで使用できますが、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。

本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数帯では、電子レンジ
などの産業・科学・医療用機器のほか工
場の製造ラインなどで使用されている
移動体識別用の構内無線局（免許を要す
る無線局）および特定小電力無線局（免
許を要しない無線局）ならびにアマチュ
ア無線局（免許を要する無線局）が運用
されています。
1 本機を使用する前に、近くで移動体
識別用の構内無線局および特定小電
力無線局ならびにアマチュア無線局
が運用されていないことを確認して
ください。

2 万一、本機から移動体識別用の構内
無線局に対して有害な電波干渉の事
例が発生した場合には、速やかに使
用周波数を変更するか、または電波
の発射を停止した上、裏表紙に記載
のソニーご相談窓口にお問い合わせ
いただき、混信回避のための処理な
ど（たとえばパーティションの設置
など）についてご相談ください。

3 その他、本機から移動体識別用の特
定小電力無線局あるいはアマチュア
無線局に対して、有害な電波干渉の
事例が発生した場合など何かお困り
のことが起きたときは、裏表紙に記
載のソニーご相談窓口にお問い合わ
せください。

この表示のある無
線機器は2 ．4 GHz 
帯を使用していま
す。変調方式とし
てFH-SS方式を採用
し、与干渉距離は
10m です。
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アクティブ
3Dメガネ

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。

            +「＃」

取扱説明書 JP



アクティブ3Dメガネをつかう
アクティブ3Dメガネは、テレビに登録作業が必要です。
別のテレビで使用する場合は、再登録作業が必要です。

ご注意
アクティブ3Dメガネの再登録は、アクティブ3Dメガネの電源を切ってか
ら行ってください。



SimulView™モードを使うには
SimulView™とは、2人でプレイするゲームにおいて、プレーヤーそれぞれに
異なる映像をフルスクリーンで表示する機能です（映像は2Dで表示されま
す）。この機能を利用する場合は、SimulView™に対応したゲームソフトとテ
レビが必要です。
モード実行時は、アクティブ3Dメガネが自動的にSimulView™モードに切り
換わります。アクティブ3Dメガネの（電源）ボタンを押すたびに、以下のよ
うにモードとLEDランプの色が切り換わります。
モード：SimulView™モード（1P）←→SimulView™モード（2P）
LEDランプ：黄色で2秒に1回点滅（1P）←→黄色で2秒に2回点滅（2P）




テレビとアクティブ3Dメガネの通信範
囲を確かめる
より効果的な3D映像をご覧になるには、右図の
通信範囲内で視聴してください。
テレビ画面の高さの3倍以上離れて視聴すること
をおすすめします。
通信距離は障害物（人、金属、壁など）や電磁波に
より変化することがあります。

テレビ

横から見た図

120̊

45̊

30̊

上から見た図

テレビ

横から見た図

120̊

45̊

30̊

上から見た図

アクティブ3Dメガネをつかう準備をす
る

1 絶縁シートを取り除く
アクティブ3Dメガネから電池通電防止の絶
縁シートを引き抜いてください。

2 アクティブ3Dメガネをテレビに登録す
る
テレビの電源を入れ、テレビから50cm以内
の距離でアクティブ3Dメガネの（電源）ボ
タンを約2秒間押し続けてください。
アクティブ3Dメガネの電源が入り、テレビ
への登録が始まります（登録中は（電源）ラ
ンプが緑と黄色に交互に点滅します）。
登録が完了するとテレビ画面右下に登録完了
のメッセージが5秒間表示されます（（電源）
ランプが緑色に3秒間点灯します）。
次回からはこの手順は必要ありません。
登録に失敗した場合はアクティブ3Dメガネ
の電源が自動的に切れます。もう一度上記の
手順をやり直してください。

絶縁シート

（電源） 
ボタン／ランプ

絶縁シート

（電源） 
ボタン／ランプ

アクティブ3Dメガネで映像を見る
アクティブ3Dメガネをお使いになるときは（電源）ボタンを押してくださ
い。
使用が終わりましたら、（電源）ボタンを2秒以上押して電源を切ってくだ
さい。

ご注意
3D信号が1分以上検出されないと自動的に電源が切れます。
使用環境の温度が低いときは、3D効果またはSimulView™モードの効果が
出にくいことがあります。

ちょっと一言
普段メガネを着用されている場合は、アクティブ3Dメガネのノーズパッド
を引き下げてはずし、アクティブ3Dメガネをメガネの上からかけてくださ
い。







電池を交換する
電池が消耗すると（電源）ランプが2秒間隔で3
回緑色（SimulView™モードの場合は黄色）に点滅
します。その場合は、電池を交換してください。
電池はCR2025を必ず使用してください。ロック
解除ボタンをボールペンの先などで押して電池
ケースを取り出し、新しい電池に交換してくださ
い。電池交換後は電池ケースを確実にロックして
ください。

ロック解除
ボタン

CR2025
（－）側

ロック解除
ボタン

CR2025
（－）側

その他

困ったときは
ご使用に問題がある場合は、テレビの取扱説明書を参照してください。

主な仕様
電池の種類
CR2025二酸化マンガン・リチウム電池

動作時間
約100時間

外形寸法（約）（幅×高さ×奥行き（mm））
147×46×170

質量（g）（電池含む）
36

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。

商標について
“SimulView”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標で
す。


