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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。

この簡易説明書と付属のCD-ROMに入っている取扱説明書、「安全のために」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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本書は、本機の設置から映像を映すまでの簡単な説明を記載しています。
「インジケーターの見かた」は必要に応じてご覧ください。
操作方法について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧ください。
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CD-ROMマニュアルの使いかた
Adobe Reader がインストールされたコンピューターで、
取扱説明書を閲覧できます。
Adobe Reader は、Adobe のウェブサイトから無償でダウ
ンロードできます。

1 CD-ROMに収録されているindex.htmlファイルを
開く。

2 読みたい取扱説明書を選択してクリックする。

◆CD-ROMが破損または紛失した場合は、お買い上げ店またはソ
ニーのサービス窓口経由で購入できます。

Adobe およびAdobe Reader は、Adobe Systems 
Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。



箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。
･ リモコンRM-PJ24（1 個）
･ 単 3型乾電池（マンガン）（2 本）
･ 電源コード（1本）
･ 簡易説明書（本書）（1 部）
･ 安全のために（1 枚）
･ 取扱説明書（CD-ROM）（1 枚）
･ 保証書（1 部）

リモコンの取り扱いについてのご注意
･ 落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよ
う、ていねいに扱ってください。
･ 直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度が高いと
ころには置かないでください。

準備するStep 1

付属品を確かめる

リモコンに電池を入れる

軽く押し込みながら開ける。

E極側から電池を入れる。
準備する 3 
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1 レンズがスクリーンに平行になるように本機を置く。

2 電源コードを本機につないでから、電源プラグをコ
ンセントに差し込む。

電源コードを本機に接続した際、ON/STANDBYインジケー
ターがオレンジ色に点滅することがあります。
その間、操作を受け付けなくなりますが、故障ではありません。
赤色の点灯に変わるまでお待ちください。

3 [/1（オン／スタンバイ）ボタンを押して電源を入
れる。

4 スクリーンに画像を映して、画面のピント、大きさ、
位置を調整する。

a ピントを合わせる
LENS ADJUSTMENTボタン（FOCUS）を押してレン
ズ調整画面（パターン画面）を表示し、M/m/</,
ボタンで調整する。

b 大きさを合わせる
LENS ADJUSTMENTボタン（ZOOM）を押してレン
ズ調整画面（パターン画面）を表示し、M/m/</,
ボタンで調整する。

c 位置を合わせる
LENS ADJUSTMENTボタン（SHIFT）を押してレン
ズ調整画面（パターン画面）を表示し、M/m/</,
ボタンで調整する。

設置面の傾きを調整するには
本機を置く台などが水平でない場合は、前脚部（調整可）を
使って調整できます。

･ 本体を垂直方向に傾けると、投影画面が台形に歪みますので
ご注意ください。
･ 前脚部（調整可）を回す際は、手を挟まないようご注意くだ
さい。

設置するStep 2

ご注意

本機後面

赤く点灯

本機前面

数十秒間点滅した
のち点灯（緑色）

本機前面

ご注意

回す
前脚部（調整可）
設置する



レンズ調整画面（パターン画面）

1.78:1 (16:9)
1.33:1 (4:3)

1.85:1

2.35:1

破線は各アスペクト比の画角を示しています。

◆さらに詳しく知りたいときは、取扱説明書（CD-ROM）の「接
続と準備」をご覧ください。
設置する 5 
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接続するときは
･ 各機器の電源を切った状態で接続してください。
･ 接続ケーブルは、それぞれの端子の形状に合った正しいものを選んでください。
･ プラグはしっかり差し込んでください。不充分な接続は動作不良、画質不良の原因になります。抜くときは、必ずプラグを持っ
て抜いてください。
･ 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続するStep 3

本機右側面

：映像信号の流れ

HDMI ケーブル（別売り）

HDMI 出力端子

HDMI 出力端子のある機器

パソコン

オーディオアンプ スピーカーHDMI 入力端子

HDMI ケーブルは、ケーブルタイプロゴの明記された
「Premium High Speed」ケーブルをご使用ください。

◆さらに詳しく知りたいときは、取扱説明書（CD-ROM）の「接
続と準備」をご覧ください。
接続する



1 本機と、本機に接続した機器の電源を入れる。

2 INPUTボタンを押して、スクリーンに入力選択パ
レットを表示させる。

3 スクリーンに映したい機器を選ぶ。
INPUTボタンを繰り返し押すか、M/m/ （確定）ボ
タンで映したい機器を選びます。

1 ?/1（オン／スタンバイ）ボタンを押す。
「パワーオフしますか？」というメッセージが表示され
ます。

2 メッセージが消える前に ?/1（オン／スタンバイ）
ボタンをもう一度押す。
ON/STANDBY インジケーターが緑色に点滅し、本機
内部の温度を下げるために、ファンが回り続けます。

ファンが止まり、ON/STANDBYインジケーターが緑
色の点滅から赤色の点灯に変わります。

以上で本機の電源が切れるため、電源コードを抜くことがで
きます。

インジケーターの点滅中は、電源コードを抜かないでください。

ちょっと一言
上記の手順のかわりに ?/1（オン／スタンバイ）ボタンを約 1
秒押したままにしても電源が切れます。

CALIBRATED PRESET ボタンを押す。

見るStep 4

映像を投写する

電源を切る

ご注意

画質を選ぶ

設定モード 説明
CINEMA FILM 1 最高画質といわれるマスターポジ

フィルム（ダイナミックレンジの広
い、透明感のある画質）を再現する
画質設定

CINEMA FILM 2 「CINEMA FILM 1」をベースにし
た、実際の映画館の映像美を再現す
る画質設定

REF コンテンツの持つ画質そのものを忠実
に再現したい場合や、調整のない素直
な画質を楽しむのに適した画質設定

TV テレビ番組やスポーツ、コンサート
等のビデオ映像に適した画質設定

PHOTO デジタルカメラなどの静止画に適し
た画質設定

GAME ゲーム用にメリハリある色再現や応
答性に優れた画質設定

BRT CINE リビングルームなどの明るい環境
で、映画を見るのに適した画質設定

BRT TV リビングルームなどの明るい環境
で、テレビ番組やスポーツ、コン
サート等のビデオ映像に適した画質
設定

USER お好みに合わせた画質に調整、設定
し保存。お買い上げ時は「REF」と
同じ設定

CALIBRATED PRESETボタン

◆さらに詳しく知りたいときは、取扱説明書（CD-ROM）の「見
る」をご覧ください。
見る 7 
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本機では、本体前面のON/STANDBY インジケーターとWARNING インジケーターの点灯または点滅で不具合をお知らせし
ます。
ご使用中にトラブルが発生したり、メッセージが表示された場合は、取扱説明書（CD-ROM）の「困ったときは」をご覧くだ
さい。

上記対応を行っても解決しない場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。
また、上記以外のインジケーター点滅の場合は、リモコンあるいは本体ボタンで再度電源を入れてください。
それでも症状が再発する場合はソニーの相談窓口にご相談ください。

困ったときは

インジケーターの見かた

点滅／点灯状態 点滅回数 原因と対処
3 回 光源および光源電源の異常により正しく点灯できない状態になっています。電源を切

り、しばらくたってからもう一度電源を入れてください。
症状が再発する場合はソニーの相談窓口にご相談ください。

6回 落下衝撃を検出しました。
異常時はソニーの相談窓口にご相談ください。異常がない場合は、電源コードを抜
き、ON/STANDBY インジケーターが消えるのを確認してからもう一度電源コード
をコンセントに差し込み、電源を入れてください。

8 回 レンズが確実に装着されていません。ソニーの相談窓口にご相談ください。
2回 本体内部温度が高温になっています。排気口、吸気口がふさがれていないか、標高が

高い場所で使用していないか確認してください。
3回 ファンが故障しています。ソニーの相談窓口にご相談ください。

ご注意

ON/STANDBY 
インジケーター

WARNING イン
ジケーター

（赤点灯） （赤点滅）

（赤点滅） （赤点滅）
同時に点滅

◆ご使用中にトラブルが発生したり、メッセージが表示された場
合は、取扱説明書（CD-ROM）の「困ったときは」をご覧くだ
さい。
困ったときは
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