取扱説明書
リモートコントローラー
型
名

アフターサービスについて
● アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合
については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕

RM-A225

● 動 作 距 離: 約7 m
（正面軸上、
条件により約4 m〜8 m）
使用するテレビや部屋の条件により
距離が変わります。
●電
源: DC 3 V
（単3形乾電池× 2個）
● 電池持続時間: 約36カ月（アルカリ乾電池使用時）
約18カ月
（マンガン乾電池使用時）
使用頻度により変わります。

Remote
Control Unit

お買い上げありがとうございます。
別紙の
「安全上のご注意」
をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
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、保証書と一緒に大切に
保管し、必要なときにお読みください。

● 外 形 寸 法: 幅6.6 cm/高さ15.0 cm/
厚さ3.1 cm
●質
量 : 約130 g
（付属マンガン乾電池含む）
● 付 属 品: 単3マンガン乾電池（動作確認用）2個
※ 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。

ご相談や修理は
ビクター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

※ JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は

電話

● 本機は2011年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、
それ以降に発売
された機器については操作できない場合があります。
● 地上デジタルチューナーの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。

〒221−8528

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社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。
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日本ビクター株式会社
© 2011 Victor Company of Japan, Limited

乾電池を入れる

〒221−8528

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

LNT0129-001A

乾電池使用上のご注意

リモコン裏面にあるふたをはずす

乾電池（単3）を2個入れる

ふたをはずすときはかたいので、両手で持って
押し出すようにして開けてください。

乾電池の 側を先に入れてください。

ずらす

押しながら

様

乾電池は、誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
● 乾電池の
と
の向きを、表示どおり正しく入れてください。
● 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
● 種類の異なる乾電池や、新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
※ 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

乾電池の交換時期
● 動作距離が短くなったとき
● 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
● メーカー設定が解除されてしまうとき
止まるまでスライド
させてから、持ち上げて
はずします。

乾電池の消耗をお知らせする警告音
（ローバッテリーインフォメーション機能）
リモコンを操作しているときに「ピピピピッ…」という音が鳴ったら、乾電池が消耗しています。
新しい乾電池に交換してください。

メーカー設定バックアップ
● 乾電池を取りはずしてから約30分間、メーカー設定を保持しています。乾電池の交換は
30分以内に行なってください。
● 乾電池を交換後、ご使用のテレビが操作できないときは、もう一度メーカー設定をやり直してください。

※ 付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。
※ ボタンを押し続けていると、乾電池の消耗が早くなります。
（使い終わった電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。）

本機をご使用になる前に、テレビのメーカー設定を行なってください。

メーカー設定をする

ご注意

※ 本機をご使用になる前に、かならずテレビのメーカー設定を行なってください。
テレビが正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。
※ 設定できるのは1台のみです。
リモコンの裏ぶたをはずし、

テレビ本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧になり、
リモコンコードを初期状態にもどしてください。
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。

地上デジタルテレビのメーカー設定表

ご使用のテレビの

設定スイッチを設定に合

メーカーに該当するボタン

わせる

を押す
● 機種によって押す回数が異なり
ます。押す回数を変えることで、
リモコン信号が変更されます。

メーカー

押すボタン

ビクター/JVC

1回

サンヨー

1回

シャープ

1回または2回

ソニー

1回

東芝

1回、2回、3回または4回

パイオニア

1回または2回

日立

1回、2回、3回または4回

DXアンテナ/フナイ

1回

パナソニック (松下）

1回

三菱

1回

LG

1回または2回

※ お買い上げ時の設定はビクター/JVC（
「ビビビ…」音が鳴り始めます。

メーカー設定で押したボタン

そのボタンを押した回数

設定完了です
電源の入/切、放送
切換え(BS・CSまた
は地上デジタル）や
チャンネル切換えな
どを行なってみてく
ださい。
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回

設定スイッチを送信に
合わせる

設定が確定すると「ピー！」
と音がした後、2秒間無音に
なります。
その後「ビビビ…」と再度鳴
り始めます。

「ビビビ…」音が鳴りやみます。

リモコン信号の送信を知らせる（ボタンタッチ音）

テレビが正しく動作するか
確認する

ご確認
ください

ボタン・1回）です。

リモコンが正しく動作したときに、どのボタンを何回押して設定したかをメモしておいてください。

リモコン裏面の

電源ボタンを押す

ボタンを押す回数

メーカー設定の
から
やり直してください

メーカー設定を手順のとおり行なったのにテレビが動作しない！

やり直すときは
で、メーカー
ボタンの押す回数を
変えてください
※ テレビが正しく動作するま
で、メーカーボタンの押す
回数を変えてリモコン操作
をお試しください。
● 機種によって押す回数が異
なります。押す回数を変え
ることで、リモコン信号が
変更されます。

お買い上げ時のボタンタッチ音は「入」になっています。
リモコンのボタンを押すと「ピッ！」と音が鳴り、リモコン
信号が送信されます。
下図の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。
また、もう一度同じ操作をすると「切」にしたボタンタッチ音
を「入」にすることができます。
※ ボタンタッチ音を
「入」にしていても、リモコン信号が送信
されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

ボタンを押したまま
音量

ボタンを押す

テレビの付属リモコンでも動作しない場合は、テレビの受光部不良が考えられます。
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地 上デ ジタルテレビの基本操作
リモコン操作をするときは

リモコン裏面の設定スイッチを送信にしてください。

あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。 設定のしかたは表面をご覧ください。
基本的な使いかたは、ご使用の地上デジタルテレビの付属リモコンと同様です。ただし、一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。
また、機能ボタンと組み合わせて操作する場合もあります。詳しくは、下記の「地上デジタルテレビのボタン機能対応表」をご覧のうえ、お使いください。

ダイレクト選局ボタンを使って選局する場合
例：ダイレクト選局ボタンの8に割り当てられた番組をえらぶ

電源ボタン

入力切換ボタン

または

オフタイマーボタン
● お使いのテレビの付属リモコンにオフタイ
マーボタンまたはスリープボタンがあり、
そのボタンだけで電源が切れるまでの時間
が指定できる場合にのみ、オフタイマーを
設定することができます。
「オフタイマー」ボタンを押すごとに、電源
が切れるまでの時間が切換わります。

ボタンを

押して、放送を選ぶ

放送選択ボタン

BS/e2（CS）ボタン

● 押すごとに、放送が下図のように切換わり
ます。ご使用のテレビが110度CSデジタル
チューナーを内蔵していない機種のときは、
BSデジタル放送に切換わるまで、ボタンを
くり返し押してください。

ダイレクト選局ボタン

BSデジタル放送

CS1

を押す

順送り選局ボタンを使って選局する場合

CS2

または

地上デジタルボタン

ボタンを

押して、放送を選ぶ

● 地上デジタル放送に切換わります。

音量調節ボタン

チャンネル

順送り選局ボタン

ボタン

または

機能ボタン

ボタンを押す

チャンネル

● 他のボタンと組み合わせて使います。

※ 本機にはRM-A225-B
（ブラック）、RM-A225-S
（シルバー）、RM-A225-W
（ホワイト）の3種類のカラーバリエーションがあります。

● 地上デジタルテレビのボタン機能対応表
※ 機種によっては、
一部の機能が操作できない場合があります。
※ この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
メーカー
本機ボタン名
BS/e2 (CS)
機能＋BS/e2 (CS)
機能＋入力切換

ビクター/JVC

サンヨー

シャープ、ソニー、
パイオニア

機能＋他のボタンは、
「機能」ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

東芝、DXアンテナ/フナイ、
三菱

日立
+

パナソニック（松下）

LG
BS/CS1/CS2

BS/CS/CS

BS/CS/CS

BS/CS/CS

BS/CS/CS

BS/BS /CS/CS

BS/CS/CS

BS/CS1/CS2

BS/CS1/CS2

̶

̶

̶

̶

̶

HDMI入力

̶

ビデオ入力

入力切換逆順

̶

̶

̶

テレビが 動 作しな いときは
このリモコンでご使用のテレビが動作しないときは、次のようなことが考えられます。
※ 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
● メーカー設定が合っていない。
以下のような場合は、メーカー設定が合っていません。
メーカー設定表(表面)により、ボタン
の押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
‒ 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。
● テレビ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もどしてください。
● リモコン信号を送信しないボタンを押している。
「機能」ボタンのみを押しています。または、信号が割り当てられていないボタンを押して
います。
● 放送が正しく選択できていない。
「BS/e2（CS）」
を1回〜数回、または「地上デジタル」ボタンを押して、放送を切換えてくだ
さい。

● ボタンを押している時間が短い。
ボタンを少し長めに押してください。押している時間が短いと、一部のメーカーでは、十分な
信号が送信されません。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。
● 乾電池が消耗している。
新しい乾電池と交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合
には、もう一度メーカー設定を行なってください。
乾電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」という音をくり返します。
● 乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。または、乾電池の
、 端子の汚れなど
による接触不良により、メーカー設定がお買い上げ時の設定（ビクター/JVCのリモコン
信号）になっている。
このような場合は、乾電池の
、 端子を確認して、もう一度メーカー設定を行なって
ください。
● テレビのリモコン信号受光部が汚れていたり、日光が当たることにより、リモコン信号を受
信しにくい状態になっている。またはテレビのリモコン信号受光部が故障している。
リモコン信号受光部の汚れをふきとり、
また日光が当たらないようにしてください。
他のテレビをお持ちでしたら、
そちらでもリモコン操作をお試しください。

※ リモコン全般のQ＆Aをビクターホームページ
（http://www.victor.co.jp/）
で紹介しています。参考にしてください。

● パッケージ台紙に記載の適用メーカー一覧表に該当するテレビでも、操作
できないものもあります。
（一部機能のみ操作できないものもあります。）

● 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・
変質の原因となることがあります。

● パソコン、パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）、ビデオや
DVD、HDD、
ブルーレイディスクなどとの一体型テレビ、赤外線式では
ない（電波式など）リモコンを使用したものには、対応していません。

● 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

● メニューやEPG（電子番組表）、テレビ/ラジオ/データの切換、データ放送、
3桁チャンネルの入力、チャンネル設定の操作はできません。
● 本機は、
日本国内で販売された機器にのみ対応します。
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※ ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。
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