取扱説明書

本機の対応機器について

安全上のご注意

●● 本機は日本国内で販売された赤外線リモコン付の機器にのみ対応してい

型名

リモートコントローラー

RM-A535SH（シャープ用）
RM-A535TO（東芝用）
RM-A535HI （日立用）
RM-A535PA （パナソニック用）
RM-A535SO（ソニー用）

ます。
●● 地上デジタルチューナーが搭載されていないテレビ（アナログテレビ、BS
デジタルテレビ、BS・110 度CS デジタルテレビ）には対応していません。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載している表示・図記号につ
いての内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。
●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる人への危害や損害の
程度を、
次の表示で区分し、
説明しています。

または重傷を負う可能性が切迫して生
危険 死亡、
じるおそれがあるもの。

●● 一部テレビではリモコンコードの初期設定が必要になる場合があります。
●● リンク機能は機器により異なります。詳しくは接続する機器の取扱説明書
をご覧ください。

警告 死亡、または重傷を負う可能性があるもの。

●● 本機は2018年2月までに日本国内で発売されたテレビのリモコン信号
をもとに開発しており、それ以降に発売されたテレビについては、操作で

テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD 内蔵テレビ、赤外線式では
ない（電波式など）リモコンを使用した機器、車載用機器
お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、
この
「取扱説明書」
をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

ユーザー登録
のおすすめ

お買い上げいただきました製品について下記アドレスのホー
ムページより、
「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録い
ただきますと、製品のサポート情報、製品情報やイベント情報
の提供サービスなどをご利用いただけます。
今後のよりよい製品開発のために「ユーザー
アンケート」にもご協力をお願いいたします。

http://www3.jvckenwood.com/reg/
ユーザー登録に必要な製造番号（6桁数字）は、
本体裏面の電池カバーを外して確認してください。

●お守りいただく内容の種類を、
次の絵表示で区分し、
説明しています。

注意をうながす記号 行為を禁止する記号 行為を指示する記号

仕様
動作距離

約 7m（正面軸上、条件により約 4m ～ 8m）※ 1

電源

単 3 形乾電池 2 個（別売）

電池持続時間

約 12 カ月（単 3 形アルカリ乾電池使用時）※ 2

外形寸法

幅 5.6cm × 高さ 20cm × 厚さ 2.9cm

質量

約 118g

危険
端子をショートさせない。また、金属製のネックレスや
コインなどの金属小物といっしょに携帯または保管し
ない
発熱や発火、破裂の原因になります。

火の中に投入したり、加熱しない

※1：使用するテレビや部屋の条件により距離が変わります。

発熱や発火、破裂の原因になります。

※2：使用頻度により変わります。

警告

●● 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

が一部異なることがあります。
●● お使いのテレビの付属リモコンにない機能
（テレビ/ビデオ切換など）
は、
本
機では操作できません。
●● 数字ボタン
（ダイレクト選局）
で選局できないテレビは、
選局
（チャンネル）
ボタン
（順送り選局）
で選局してください。
●● お使いのテレビの付属リモコンで、
複数のボタンを使って設定する機能に
ついては、
完全に動作しないことがあります。
●● 本機のボタン
（選局3など）
を押し続けたときのテレビ側の動作が、
お使い
のテレビの付属リモコンを使ったときと異なる場合は、
ボタンを押し続け
ずに、
1回ずつ押してください。
●● 本機ではテレビ側のチャンネル設定はできません。
●● リモコン設定をしても、
お使いのテレビが動作しない場合は、
まずお使いの
テレビの付属リモコンで動作確認をしてください。
付属リモコンでも動作
しない場合は、
お使いのテレビの受光部不良が考えられます。
●● 本機の汚れがひどい場合は、
中性洗剤などでふきとってください。

シンナーやベンジンなどは、
絶対に使わないでください。
●● 本機は家庭用です。
屋内でお使いください。
お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の
不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上
の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんの
で、あらかじめご了承ください。
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火災ややけど、けがの原因になります。

幼児、子供の手の届く場所に放置しない
誤って乾電池を飲み込む恐れがあります。

注意
湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や発火、感電の原因になります。

失明や炎症のおそれがあります。万一目に入ったときはすぐ
にきれいな水で洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
身体についたときは、水でよく洗い流してください。

電池の向きに注意する
][の向きを間違えると、電池の破裂、液もれにより、火災や

けがの原因となります。

電池の取り扱いに注意する

新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないでくださ
い。種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。電池の液
もれにより、火災やけがの原因となることがあります。

直射日光やストーブのような熱器具の近くに放置
しない
変形、変質の原因になります。

分解、改造しない

故障、発熱、火災・感電の原因になります。

故障かな？と思ったら

使用上のご注意

お使いのテレビによっては、一部の機能が動作しない、またはテレビ側の動作

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

電池が液もれをしたときは素手でさわらない

製造番号

注意事項

発火や、感電の原因になります。

または物的損害が生じる可能性
注意 傷害を負う、
があるもの。

きない場合があります。
●● 下記の機器には対応していません。
パソコン、パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）、ビデオ一体型

ぬれた手でさわらない

症状

原因と処置

リモコン操 ●●リモコン設定が合っていない
作ができな
以下のような場合は、リモコン設定が合って
本書裏面のリモコン設定をご覧
い
いないので、
のうえ、設定を変えてみてください。
• テレビの操作が全くできない。
• 電源の入/切、音量調節はできるのに、放送選択
やチャンネルのダイレクト選局ができない。
• 地上デジタル放送ではチャンネルのダイレ
クト選局ができるのに、BSデジタル放送で
はチャンネルのダイレクト選局ができない。
●●乾電池が入っていない
乾電池を正しい向きで入れてください。
（本
書裏面参照）
●●テレビ本体側のリモコンコードを初期コー
ド以外に設定している
リモコンコードを初期コードに戻してくだ
さい。本機はお使いのテレビの初期状態のリ
モコンコードのみに対応しています。
●●リ
 モコン信号が目的のテレビに届いていない
• 本機のリモコン信号送信部を指でふさいで
いませんか。リモコン信号をさえぎるもの
をテレビの前から移動してください。
• 本機を目的のテレビに近づけてください。
• 本機をまっすぐ目的のテレビに向けてください。
●●お使いのテレビのリモコン信号受信部が汚
れている
受信部の汚れをふき取ってください。

症状

保証について
原因と処置

リモコン操 ●●リモコン信号送信部が汚れている
作ができな
送信部の汚れをふき取ってください。
い
●●ボタンを早く離し過ぎる
ボタンを少し長めに押してください。音量など
を微調節するために、ボタンが押された時間に
合わせてリモコン信号を送信しています。
ボタンを早く離し過ぎると、十分な信号が送
信されません。
リモコン操 ●●乾電池が消耗している
作ができな
新しい乾電池に交換してください。
くなった
●●乾電池の汚れなどによる接触不良
（以前は操
乾電池をご確認のうえ、もう一度リモコン設
作できた）
定をしてください。
●●誤ってリモコン設定を変更している
もう一度設定をしてください。
●●誤って放送切替をしている
再度見たい放送（地デジ・BS・CS）のボタン
を押してから選局操作してください。
当社ホームページ
http://www3.jvckenwood.com/mobile/
support/qa/accessory.html
にも最新の製品Q&A 情報を掲載しています。
カスタマーサポートセンターにご相談になる
前に本取扱説明書やホームページをチェック
してください。
ホームページの内容は予告なく変更になるこ
とがあります。

・この商品を家庭用として、取扱説明、注意書きなどに沿って、適切にご使
用されたにもかかわらず、ご購入日から1年以内に故障した場合は、無
料で交換いたします。
・本書とご購入日のわかる領収書（レシートなど）をご持参のうえ、ご購入
の販売店にご相談ください。
この商品は持込修理対象商品となります。対象商品を当社へ送付した場
合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
・本書は日本国内においてのみ有効です。
・本書は再発行いたしませんので、
紛失しないように大切に保管してください。
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理お
よびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を
第三者に提供または開示することはありません。

ご相談や修理は
製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。
お買い物相談や製品についての全般的なご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

0120–2727–87
携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は
携帯電話・PHS 0570–010–114（ナビダイヤル）
一部IP電話
045–450–8950
FAX
045–450–2308

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12
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使

カバーを外す

2 単3形乾電池（別売）
を2個入れる

方

補助機能（【戻る】+他のボタン）について

1. 乾電池を入れる

1 本体裏面の電池

い

3 電池カバーをしっか
りと閉める

テレビによっては、2つのボタンを押すことで動作する機能があります（下記の表を参照）。
【戻る】ボタンを押したまま、下記の表のボタンを
約1秒押してください。
ご注意

RM-A535SH
（シャープ用）

RM-A535TO
（東芝用）

RM-A535PA
（パナソニック用）

RM-A535HI
（日立用）

RM-A535SO
（ソニー用）

【戻る】+
【サブメニュー】

BSメニュー

—

らくらくアイコン

—

—

【戻る】+
【ホーム】

メニュー

—

メニュー/
ホーム

—

視聴中メニュー/
オプション

【戻る】+【決定】

終了

終了

元の画面

元の画面

—

同時押しするボタン

●● ボタンを押し続ける操作をくりかえすと、電
池の消耗が激しく、電池持続時間が短くなり
ます。
●● 乾電池は6か月に1度程度、液もれや変形など
の異常がないか、ご確認ください。
●● 使い終わった乾電池は、自治体の指示に従っ
て廃棄してください。

乾電池の[側を先に入れ
てください。

2. リモコンを操作する
イラストはRM-A535SH
（シャープ用）です。他社用機種は一部のボタンの配置やマークが異なります。

電源ボタン

電源を入/切します。

入力切換ボタン

ブルーレイ、DVDなどの外部入力機器の画面に
切り換えます。

画面表示ボタン

チャンネルや放送の種類、時計表示などを切
り換えます。

数字ボタン

チャンネル選局（ダイレクト選局）や数字を
入力します。

字幕ボタン

字幕のオン/オフを切り換えます。

音量ボタン

●●一部の機能が動作しないときは、
「リモコン設定を変える」を参照のうえ、リモコン設定を変更してください。

リモコン信号（赤外線信号）送信部

リモコン設定を変える

リモコン信号送信部
（真上から見た図）

お使いのテレビによっては、一部の機能が動作しないことがあります。そのようなときは、リモコン設定を変更してください。
メーカーによって、リモコン設定が3〜5種類用意されています。

音声切換ボタン

設定

主音声、副音声などを切り換えます。

1

放送切換ボタン

2

地デジ/BS/CSを切り換えます。
※ソニー製テレビをご利用の場合は、BS、CS
の切り換え方法が機種により異なります。
お使いのテレビの付属リモコンのBS/CS
ボタンがまとめて1つになっている場合
は、本機のBS、CSボタンを押すたびに放
送が切り換わります。
何度かボタンを押して、ご覧になりたい放
送に切り換えてください。

選局ボタン

チャンネルを順に送ります（順送り選局）。

リモコン設定の切り換え方法

備考

4

ボタンを離す ●●設定1は工場出荷状態です。
【電源】ボタンを押したまま、
【10】ボタンと【1】ボタンを順に押して、
【電源】
【電源】ボタンを押したまま、
【10】ボタンと【2】ボタンを順に押して、
ボタンを離す ●●パナソニック用は設定3までです。
【電源】
●●シャープ用、東芝用、ソニー用は
ボタンを離す
【電源】ボタンを押したまま、
【10】ボタンと【3】ボタンを順に押して、
【電源】
設定4までです。
ボタンを離す ●●日立用は設定5までです。
【電源】ボタンを押したまま、
【10】ボタンと【4】ボタンを順に押して、
【電源】

5

ボタンを離す
【電源】ボタンを押したまま、
【10】ボタンと【5】ボタンを順に押して、
【電源】

3

例）以下の手順は、設定2への切り換えです。

3【2】
1【電源】
ボタンを短く押
ボタンを短く押す 4【電源】
ボタンから指を離 5 テレビの動作を確認




ボタンを押した 2【10】
ままにする

押したまま

す

する

す

押したまま

押したまま

【10】
を押して離す

【2】を押して離す

音量を調整します。

指を離す

●● テレビの機種によって
は、リモコン設定を切り
換えても一部の機能が
動作しない場合があり
ます。

消音ボタン

一時的に消音します。もう1度押すと消音が
解除されます。

番組表ボタン

EPG（番組表）を表示します。

d(連動データ)ボタン

連動データ放送を表示します。

青/赤/緑/黄ボタン

EPG（番組表）や連動データ放送など青、赤、
緑、黄の機能を選ぶときに使います。

サブメニューボタン

各種メニューを表示します。

リンクボタン

お使いのテレビに接続されている機器を表
示します。

ホームボタン

各種メニューを表示します。
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▲、▼、◀、▶ボタン/
決定ボタン/
戻るボタン

メニュー、EPG（番組表）などを操作すると
きに使います。
▲、▼、◀、▶ボタンで選択し、決定ボタンで
項目を決定します。
戻るボタンで前の画面に戻ります。

●●一部の機能が動作しないときは、手順1からやり直し、手順3で、別のボタンをお試しください。
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