取扱説明書

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。

大きなボタンの簡単リモコン！

仕 様

テレビ用簡単リモコン
型
名

RM-A202

●動 作 距 離： ノーマルモード約7m（正面軸上、条件により約4〜8ｍ）
ローパワーモード約4ｍ（正面軸上、条件により約2〜5ｍ）
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 3V（単3乾電池 2個）
●電池持続時間： ノーマルモード約18カ月、ローパワーモード約36カ月
（使用頻度により変わります）
●外 形 寸 法： 幅7.0cm/高さ11.6cm/厚さ3.0cm
●質
量： 106g（乾電池含む）
●付 属 品： 単3乾電池（動作確認用）2個

RM-A202

※ 本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更 することがあります。

お客様ご相談センター

（03）5684-9311
（06）6765-4161

東京
大阪

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。
そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に
保管してください。

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

コミュニケーションネットワークビジネスユニット
〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644

J5000-211A

まず乾電池を入れましょう

ご使用のまえに
ご注意ください
必ずメーカー設定を行って
ください。メーカー設定を
しないと、テレビの操作は
できません。

乾電池を交換したら、メーカー設定

ご注意 をやり直してください。

- 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・変質をまねくため、ご注
意ください。
- 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。

お買い上げ時のメーカー設
定は、ビクターのリモコン
信号になっています。

送信モード

送 信 モ ード の スイッチ が 、
「 ロック」になっていると、
メーカー設定ができません。

ロー

ロック

リモコンの裏面にある
ふたをはずす

付属の乾電池は、お客様の動作確認用です。

ノーマル

こんな症状が出たら乾電池の交換時期！
- 動作距離が短くなった
- メーカー設定が解除されてしまう
- メーカー設定時にセットランプが点滅しなくなった（ボタンを押し続けると電池寿命が短くなります。
）

送信モードは「ノーマル」または「ロー」にしてください。
〈例〉テレビが松下（パナソニック）の場合

メーカー設定表

指先やペンなどで

1 設定ボタンを押す

2
3

メーカー名

2 電源ボタンを押して離す
押
し
た
ま
ま

点灯

点滅

4 設定ボタンを離す

ビクター

1〜3回

サンヨー

1〜3回

シャープ

1〜2回

富士通ゼネラル

1〜3回

ソニー

1〜3回

東芝

1回

NEC

1〜2回

5 テレビが正しく動作するか
確認する

1回

日立

1〜4回

フナイ

1〜4回

松下（パナソニック）

1〜4回

三菱

1〜3回

アイワ

1〜2回
1回

※ 同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン信号が
異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押す
回数を1回，
2回と変えることにより、
リモコン信号が変わ
ります。

メーカー設定メモ

正しく動作しないときには
メーカーボタンの押す回数を変えて
もう一度やり直してください。

メーカー設定ができないとき

お手持ちのテレビの該当する項目を記入しておくと、乾電池を交換
したときなど、もう一度メーカー設定をするときに便利です。
お手持ちのテレビのメーカーはどこですか？
（例）松下（パナソニック）

メーカーボタンはどれですか？
がメーカーボタンです。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーボタンは何回押しましたか？
押す回数：

押す回数

フィリップス

セットランプが点滅中に

メーカーボタン：
（例）松下（パナソニック）の場合は

メーカー
ボタン

パイオニア

3 メーカーボタンを押す

1,4

メーカー名：

乾電池（単 3）を
２個入れる

乾電池の誤った使いかたをしますと液漏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。
1. 乾電池の ª と · の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。
3. 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。

メーカー設定

RM-A202

（046）278-1801

（例） 松下（パナソニック）の場合は1回、2回、3回、4回のときがあります。

回

次のことをもう一度確認してください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

送信モードのスイッチが「ロック」になっていませんか？
設定ボタンはしっかりと押されていますか？
お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押していますか？
テレビから離れすぎてはいませんか？
テレビとのあいだに障害物はありませんか？
乾電池は入っていますか？また、ª と · の向きは正しいですか？

テレビの入力切換えをする

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

テレビの入力切換え
RM-A202

BS ボタン

入力切換ボタン

ボタンをくり返し押す
上記の操作方法で切換わらない機種は

ボタンを押したまま
ボタンをくり返し押す
- BS ボタンを押してテレビの入力切換えをした場合、テレビ
放送に戻すときは、入力切換ボタンのみを押してください。

※ビデオの入力数（ビデオ 1 〜 3）は、ご使用のテレビにより異なります。

BS 放送を見る

BS デジタル放送の選局はできません。
ダイレクト選局

RM-A202

電源ボタン

BS ボタン

ボタンを押したまま
ダイレクトチャンネルボタンを押す
上記の操作方法で切換わらない機種は

ボタンを押したまま
チャンネル

ダイレクト
チャンネルボタン

または

を押す

- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。
（詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。）
- チャンネル＋ /ーボタンのみで操作するテレビもあります。
- BS 放送に未対応のチャンネルボタン（2、4、6、8 チャンネル）を押したときは、動作しません。
- 10、12 チャンネルを押したときは、各々 BS13、BS15 チャンネルになります。

BS デコーダーの電源を入れる

チャンネル＋ /ー
ボタン

ボタンを押したまま
ボタンを押す
※ BS デコーダーのメーカー設定は必要ありません。

送信モードの設定

おかしいな？と思ったら
送信ロックモード
リモコンによる誤操作を防ぎます。
送信モード

ロー

ロック

ノーマル

すべての操作ができなくなります。
リモコン操作をすると、セットランプが
点滅し、送信ロックモードであることを
お知らせします。

ノーマルモード
通常のリモコン操作です。
通常のリモコン操作のときは、このモード
でお使いください。

送信モード

送信モード

ロー

ロック

ロー

ロック

ノーマル

ノーマル

ローパワーモード
ローパワーモード
電池を長持ちさせます。

「ロック」に
ご注意 送信モードスイッチが、

なっていると、メーカー設定ができ
ません。

送信モード

ロー

ロック

ノーマル

リモコンの送信距離を短くし、電池を長持
ちさせます。対象機器が近くにあるときの
リモコン操作には便利です。
（動作距離 : 約 4m)

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。
1. お手持ちのテレビのリモコン信号が合っていない。このような場合は、メーカー設定表によりメーカー
ボタンを押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。
2. メーカー設定の操作が正しく行われていない。もう一度メーカー設定を行ってください。
3. 送信ロックが働いている。送信モードをノーマルまたは、ローパワーモードに設定してください。
4. 操作する機器との距離が 4m 以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノー
マルモードにしてください。
5. 乾電池が消耗している。乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の ª、· 端子
の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定（ビクターのリモコ
ン信号）になっている。このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度設定を行ってくだ
さい。

