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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。

本書には、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。本書およ
びスタートガイド、ヘルプガイド（Web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。

本機のマニュアルについて
スタートガイド
はじめにお読みください。充電
など最初の準備について記載し
ています。

リファレンスガイド（本書）
安全に使用するための注意事項
や主な仕様を記載しています。

ヘルプガイド（Web取扱説明書）
本機の機能や使いかたを詳しく
説明しています。スマートフォ
ンやパソコンでご覧いただけま
す。
http://rd1.sony.net/help/
remote/huis100rc/ja/

�

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されてい
ます。しかし、電気製品はすべて、まちがった
使いかたをすると、火災や感電などにより人身
事故になることがあり危険です。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

この「安全のために」の注意事項をよくお読みく
ださい。

定期的に点検する
ほこりがたまっていないか、故障したまま使用
していないか、などを定期的に点検してくださ
い。

故障したら使わない
すぐにソニーの相談窓口に修理をご依頼くださ
い。

万一、異常が起きたら
異常な音・においがしたり、煙が出たら、お買
い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依
頼ください。

安全のために

警告表示の意味
本書では、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・発熱・破裂などにより死亡や大けがなど
の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物
品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

下記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の原因となり
ます。

幼児やペットなどに誤って触
らせない
幼児やペットが誤って操作すると、
火災や大けがなどの原因となります。
使用後は、幼児やペットが誤って触らないよう、
手の届かないところに置いてください。

水のかかる場所や湿気のある
場所に置かない
水のかかる場所や湿気のある場所
では使用しないでください。
火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。危
険ですので、絶対に自分で分解し
ないでください。
内部の点検や修理はソニーの相談窓口へご相
談ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原
因となることがあります。
万一、水や異物が入ったときは、USBケーブル
を抜いて、お買い上げ店またはソニーの相談窓
口にご相談ください。

高温下では使用しない
高温の場所で本機を使用すると、
火災、発火、発煙の原因となるこ
とがあります。
周囲温度が40℃を超える場所や、直射日光の
あたる場所では使用しないでください。

本機の端子に異物を入れない
端子がショートして、誤動作や故
障の原因となることがあります。

本機に強い衝撃を与えない
落下させる、投げつけるなどの強
い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

下記の注意事項を守らないとけがをした
り周辺の物品に損害を与えたりすること
があります。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところ
などに置くと、製品が落ちてけがの
原因となることがあります。また、置き場所の
強度も充分に確認してください。

高温の場所や、湿気の多い場
所で使用・保管・放置しない
火のそばや直射日光のあたるとこ
ろ・暖房器具の近くや炎天下の車中などに置く
と、変形したり、火災の原因となることがあり
ます。

直射日光のあたる場所や熱器
具の近くに設置・保管しない
内部の温度が上がり、火災の原因
となることがあります。

本機を廃棄する場合は、一般
ごみに混ぜて捨てない
本機はリチウムイオン充電池を内
蔵していますので、ゴミ収集作業などで衝撃や
圧力が加わり、漏液、発熱、発火、破裂などの
危険があります。

特定の状況下ではワイヤレス
機能を使用しない
本機はワイヤレス機能を内蔵して
います。
以下の点に注意してご使用いただき、障害など
が発生した場合には、本機を使用しないように
してください。
•�航空機の機内では本機を使用しないでくださ
い。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故
の原因となるおそれがあります。
•�本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御
機器の近くでは使用しないでください。電波
が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因と
なるおそれがあります。
•�本機を使用中に他の機器に電波障害などが発
生した場合は、ただちに使用をやめてくださ
い。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故
の原因となるおそれがあります。

裏面へつづく

http://rd1.sony.net/help/remote/huis100rc/ja/


電池についての安全上
のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火による大け
がや失明を避けるため、下記の注意事項
を必ずお守りください。

	 充電式電池が液漏れした
とき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液を
さわらない
液が本機内部に残ることがあるため、ソ
ニーの相談窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になる
ことがあるので目をこすらず、すぐに水道
水などのきれいな水で充分洗い、ただちに
医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどや
けがの原因になるので、すぐにきれいな水
で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があ
るときには医師に相談してください。

•�火の中に入れない。分解、加
熱しない。
•�火のそばや直射日光の当たる
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。

使用上のご注意
本機について
•� 本機は日本国内専用です。海外での使用は
動作保証するものではありません。

•� 本機のワイヤレス機能は日本国内専用です。
海外では国／地域によって電波使用制限が
あるため、本機のワイヤレス機能を使用した
場合、罰せられることがあります。

取り扱いについて
•� 落としたり、重いものを乗せたり、強いショッ
クを与えたり、圧力をかけないでください。
本機の故障の原因となります。

•� 暖房器具のそばや直射日光のあたる場所、湿
気やほこりの多い場所には置かないでくださ
い。

•� 操作する機器のリモコン信号受光部に、直射
日光や強い照明があたらないようにしてくだ
さい。本機で操作ができない場合があります。

USB	ACアダプターについて
•� USB�ACアダプターは手近なコンセントを使
用してください。本機を使用中、不具合が生
じたときはすぐにコンセントからプラグを抜
き、電源を遮断してください。

•� USB�ACアダプターを壁との隙間などの狭い
場所に設置して使用しないでください。

お手入れについて
•� 柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひ
どいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい
布を浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、
乾いた布でから拭きしてください。アルコー
ルやベンジン、シンナーなどは使用しないで
ください。

•� 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷
が付くことがあります。

認証および準拠について
本端末固有の認定および準拠マークに関する
詳細（認証・認定番号を含む）を確認できます。
1.� ホーム画面右上の （設定）ボタンをタップ
する。

2.�［システム］［法的情報］［認証］を順に
タップする。

•� VCCIについて�
本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づ
く技術基準に適合しており、適合マークを画
面に電子的に表示しています。

Bluetooth®機能について
機器認定について
本機は、電波法に基づく小電力データ通信シス
テムの無線設備として、認証を受けています。
従って、本機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により罰せら
れることがあります。
•� 本機を分解／改造すること

周波数について
本製品は2.4�GHz帯を使用しています。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。

本製品の使用上の注意
本製品の使用周波数は2.4�GHz帯です。この周
波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機
器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン
等で使用される免許を要する移動体識別用構
内無線局、免許を要しない特定の小電力無線
局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と
略す）が運用されています。
1.� 製品を使用する前に、近くで「他の無線局」
が運用されていないことを確認してくださ
い。

2.�万一、本製品と「他の無線局」との間に電波
干渉が発生した場合には、速やかに本製品
の使用場所を変えるか、または本製品の運
用を停止（電波の発射を停止）してください。

3.�不明な点その他お困りのことが起きたとき
は、ソニーの相談窓口までお問い合わせく
ださい。

この無線製品は2.4�GHz
帯を使用します。変調方
式としてその他の方式を
採用し、与干渉距離は
80�mです。

主な仕様
通信
赤外線
Bluetooth�4.0�(Bluetooth�Low�Energy)

外部インタフェース
Micro�USB

赤外線動作距離
7メートル*（正面距離）
*�使用機器のメーカー・機種によって距離が変わること
があります。

バッテリー
リチウムイオン二次電池

使用温度範囲
5℃～ 35℃

最大外形寸法
約68�mm×123�mm×24�mm（幅／高さ／奥行き）

質量
約130�g

付属品
USBケーブル
USB�ACアダプター
スタートガイド
リファレンスガイド（本書）
保証書

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
•� HUISはソニー株式会社の商標です。
•� Bluetooth®は、Bluetooth�SIG,�Inc.の所有
であり、ソニーはライセンスに基づきこの
マークを使用しています。

•� その他、本書で登録するシステム名、製品
名は、一般に各開発メーカーの登録商標ある
いは商標です。なお、本文中では、™、®マー
クは表記していません。本書に明示されてい
ないすべての権利は、その所有者に帰属しま
す。

			日本国内での充電
式電池の廃棄につ
いて
機器に内蔵されている充電式電
池はリサイクルできます。この
充電式電池の取り外しはお客様
ご自身では行わず、ソニーの相
談窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス
保証書
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。

アフターサービス
•�保証期間中の修理は�
保証書の記載内容に基づいて修理させていた
だきます。�
詳しくは保証書をご覧ください。
•�保証期間経過後の修理は�
修理によって機能が維持できる場合は、ご要
望により有料修理させていただきます。
•�部品の保有期間について�
当社ではHUIS�REMOTE�CONTROLLERの補
修用性能部品（製品の機能を維持するために
必要な部品）を、製造打ち切り後3年間保有し
ています。この部品保有期間を修理可能の期
間とさせていただきます。

機種名：HUIS-100RC

お問い合わせ窓口
http://huis.jp/support.html

修理のご相談
フリーダイヤル�······················ 0120-252-645
携帯電話・PHS・一部のIP電話�
·············································050-3754-9592
FAX�·········································0120-333-389

ソニー株式会社��
〒108-0075東京都港区港南1-7-1


