
取扱説明書
SCPH-1000R

PlayStation®Classicをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本機では、収録されているゲームをお楽しみいただけます。
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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、火災や人身事故を起こすことが

あります。
この取扱説明書は、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。この取扱説明書
と使用するACアダプター（市販品）の取扱説明書をよく
お読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安
全のために」は必ずご覧ください。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。
小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全に
お使いください。

あそぶまえに
かならずおとなのかたといっしょに、このとりあつか
いせつめいしょをよくよんで、あんぜんにつかってく
ださい。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って
正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

 安全のために
当社製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、
電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などに
より人身事故につなが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守ってください。

「安全のために」の注意事項を守る
「安全のために」の注意事項をよく読んでください。本体お
よび周辺機器を安全に使うための注意事項が書かれていま
す。

定期的に点検する
設置するときは、次のことを点検してください。また、設
置したあとも、1年に1度は点検してください。
• USBケーブルに傷みはないか？
• ACアダプター（市販品）のプラグとコンセントの間や通風
孔に、ほこりがたまっていないか？

故障したら使わない
動作がおかしいときや壊れたとき、USBケーブルが傷ついた
ときは、カスタマーサポート（ 10ページ）に相談してくだ
さい。

異常が起きたら
変な音やにおいがする／本体が異常に熱くなっている／煙
が出ている
1	ACアダプター（市販品）をコンセントから抜く。
2	カスタマーサポート（ 10ページ）に連絡する。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、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読んでください。

危害や損害の程度

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の人身事
故につながることがあります。
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。

図記号の説明

行為を禁止する図記号

行為を指示する図記号
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製品全般についてのご注意

 警告

USBケーブルを傷つけない
ケーブルや端子が傷ついたまま使うと、火災や感
電の原因となります。
• 壁や棚などの間に挟み込まない。
• 加工しない。
• 熱器具に近づけない。加熱しない。
• 物を載せない。引っ張らない。
• 本体を移動するときはUSBケーブルを抜く。
• USBケーブルを抜くときは、端子を曲げないよ
うにまっすぐ抜く。

指定の仕様以外のACアダプター（市販品）は
使わない
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、けがの原因となります。

内部（端子類や通風孔）に水や異物を入れない
火災や感電、故障の原因となります。水や異物
が入ったときは、すぐにACアダプター（市販
品）をコンセントから抜き、カスタマーサポート 
（ 10ページ）に相談してください。また、こ
のときに、他の機器を接続したままにすると、機
器の故障の原因となります。

油煙や湯気の当たる場所、湿気やほこりの多
い場所に置かない
火災や感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、本体や接続されている機
器にさわらない
感電の原因となります。特にACアダプター（市販
品）やケーブル類にさわらないでください。

ぬれた手でACアダプター（市販品）にさわら
ない
感電の原因となります。

長期間使わないときやお手入れをするとき
は、ACアダプター（市販品）をコンセントから
抜く
火災や感電の原因となります。

通風孔をふさいだり、熱のこもる場所に設置
して使わない
本体が過熱して、けがや故障の原因となります。
風通しを良くするために次のことを守ってくださ
い。
• 壁などから10 cm以上離して設置する。
• 毛足の長いじゅうたんや布団の上に設置しな
い。

• 密閉された狭い場所に押し込まない。
• 布などで包まない。
• ほこりをためない。

加熱しない
ドライヤーなどの熱器具や、調理器具などで加熱
しないでください。火災やけが、故障の原因とな
ります。

直射日光の当たる場所や、熱器具の近くなど
高温になるところに置かない
火災や故障の原因となります。

接続するときは、端子類にほこりや異物が付
いていないか確かめる
本体やUSBケーブルなどの端子に、ほこりや異
物が付いているときは、乾いた布でふいてから接
続してください。ほこりや異物を付けたまま使う
と、火災や感電の原因となります。

 注意

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上などに置くと、本体や周辺機器
が落ちて、けがや故障の原因となります。置き場
所などの強度も充分に確かめてください。

持ち運ぶときは気をつける
落とさないように注意して持ち運んでください。
けがや故障の原因となります。

本体とケーブル類は正しく配置する
ケーブルなどを足に引っかけると、本体が倒れた
り、落ちたりして、けがや故障の原因となります。

本体の上に乗らない、物を載せない、他の機
器と一緒に積み重ねない
倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因とな
ります。

本体や周辺機器を床に放置しない
つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の
原因となります。
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幼児の手の届かないところに置く
結束バンドなどの小さな部品を誤って飲み込んだ
り、ケーブルを引っ張って本体や周辺機器が落ち
たり、ケーブルを首に巻きつけたりするなど、事
故やけが、故障の原因となります。

プラズマテレビやプロジェクションテレビ* 
に接続するときは注意する
同じ画像をテレビ画面に表示したまま長時間放置
しないでください。画像が焼き付いて画面に跡が
残ることがあります。
* 液晶（LCD）方式のテレビを除きます。

通電中の本体を長時間さわらない
本体に皮膚がふれたままになっていると、低温や
けどの原因となります。

ACアダプター（市販品）をコンセントに 
つないだ状態でHDMIケーブルを接続しない
感電の原因となります。

変圧器やDC/ACインバーターを使わない
海外旅行者用の変圧器や、自動車用のDC/ACイ
ンバーターなどにACアダプター（市販品）を接続
すると、やけどや故障の原因となります。

不要になった本体や周辺機器は廃棄方法に 
注意する
本体や周辺機器は金属やプラスチックでできている
ため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自
治体の指示に従ってください。

POWERランプが緑色に点灯しているとき
は、ACアダプター（市販品）をコンセントか
ら抜かない
データの破損や消失、故障の原因となります。

健康のためのご注意

 警告

光の刺激によって引き起こされる発作について
点滅を繰り返す画面や、その他の光の刺激によって、まれ
に、目の痛み、視覚異常、偏頭痛、けいれんや意識障害（失
神など）などの症状（光感受性発作）が起きることがありま
す。こうした症状のある方は、事前に必ず医師に相談して
ください。

 注意

こんなときはすぐに使用を中止する
上記の症状に加え、頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り
物酔いに似た症状などを感じたときや、目、耳、手、腕、
足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐ
に使用を中止してください。使用を中止しても治らないと
きは、医師の診察を受けてください。

• 使用するときは部屋を明るくし、できるだけ画面から
離れてください。

• 疲れているときや睡眠不足のときは、使用を避けて
ください。

• 使用するときは健康のため、1時間ごとに15分程度の
休憩を取ってください。

• 使用中に体調が悪くなったら、すぐに使用をやめて
ください。

安全のために（つづき）
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本書に記載されている使用方法に従って、本製品をお
使いください。製品本体の分解／内部解析／改造など
を行うこと、および製品本体内部のチップなどに含ま
れるプログラムなどの著作物を無断で利用もしくは解
析することを禁止します。上記をご了解いただいたう
えで、お使いください。

• 本機では、収録されているゲームをお楽しみいただけます。
ゲームをダウンロードして遊んだり、PlayStation®規格ソフ
トウェアのディスクや音楽CDを再生したりすることはでき
ません。

• 本機で使用できるコントローラは、付属のコントローラだけ
です。

• ゲームのセーブデータは本体内に保存されます。メモリー
カードは使えません。

• 収録されているゲームは、一部機能が使えなかったり、過
去の同作品とゲーム体験が異なったりする場合があります。

結露が起きたときは
本体を寒い場所から暖かい場所に持ち込んだ直後などは、
内部に露がつき（結露）、正しく動作しないことがありま
す。電源を切った状態で数時間放置してください。数時
間たっても正常に動作しない場合は、カスタマーサポート 
（ 10ページ）に相談してください。

温度上昇のメッセージが表示されたと
きは
本体内部が熱くなっています。高温な場所で使ったり、通
風孔をふさいだ状態で使っていないか確かめてください。
そのまま使い続けると操作できなくなります。1度本体の電
源を切って、しばらく放置したあと、もう1度電源を入れて
ください。

取り扱い
本体やコントローラの表面が変質、変色しないように、次
のことを守ってください。
• 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
• ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでくださ
い。

• シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。
化学ぞうきんを使ってふくのを避けてください。

お手入れ
安全のため、お手入れをするときはACアダプター（市販品）
をコンセントから抜いてください。

キャビネット（本体やコントローラのプラスチック部
分）
乾いた柔らかい布でふいてください。

通風孔
ほこりがたまっているときは、掃除機などでほこりを取り
除いてください。

端子類
本体やUSBケーブルなどの端子類は、汚れたまま使わない
でください。正しく通電しないことがあります。汚れてい
るときは、乾いた布でふき取ってください。

使用上のご注意
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図のように接続します。
• 付属のケーブルを使ってください。
• ACアダプター（市販品）は、すべての接続が終わったあとにコンセントにつないでください。接続してしばらくすると、POWER
ランプがオレンジ色に点灯します。

• 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

POWERボタン／POWERランプ

コントローラを接続する
コントローラ端子に接続します。1人で遊ぶ場合は、コントローラ端子1に接続します。

電源を入れる／切る
テレビの入力をHDMIに切り替え、本体のPOWERボタンを押します。電源が入ると、POWERランプがオレンジ色から緑色に
変わり、テレビにホーム画面が表示されます。
電源を切るときは、もう1度POWERボタンを押します。

HDMI入力端子

HDMIケーブル

USBケーブル

USB端子

コンセントへ

ACアダプター（市販品）
USB Type Aを搭載した 
5 V/1.0 A以上の出力がで
きるものをご用意ください。
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ゲームで遊ぶ
ゲームを始める
コントローラの方向キー左／右でゲームを選んで決定します。
ゲームのスタート画面が表示されます。

セーブデータを保存する
ゲームのセーブデータを仮想のメモリーカードに保存できま
す。
セーブ／ロードのしかたは、ゲームによって異なります。
ホーム画面で［メモリーカード］を選ぶと、選択しているゲーム
のセーブデータを確認／削除できます。

ディスクを入れ替える
複数のディスクに収録されているゲームでは、ディスクを仮想
で入れ替える場合があります。画面にディスクの入れ替えの
案内が表示されたら、本体のOPENボタンを押し、表示され
た画面で次の仮想ディスクを選びます。

ホーム画面に戻る
本体のRESETボタンを押します。ゲームが終了し、 
RESETボタンを押したときの状態が再開ポイントとして
保存されます。
• 再開ポイントは、1つのゲームにつき1つ保存できます。す
でに保存した再開ポイントがある場合は、上書きするか選
択できます。

• ホーム画面で［再開ポイント］を選ぶと、続きからゲームを
再開できます。

コントローラが認識されないときは
本体のRESETボタンを押してください。

ホーム画面

メモリーカード

再開ポイント 選択中のゲーム

RESETボタン OPENボタン
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主な仕様
仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
また、本書に掲載されているイラストや画面イメージは実
際のものと異なる場合があります。

映像出力
720p, 480p

音声出力
リニアPCM

入出力
HDMI®端子
USB端子 (Micro-B)*
コントローラ端子×2

電源*
5 V  1.0 A

最大消費電力
5 W

外形寸法（コントローラ除く）
約149 × 33 × 105 mm（幅×高さ×奥行）

質量
本体 約170 g
コントローラ 約140 g

動作環境温度
5 ℃～ 35 ℃

* 給電には、市販のUSB対応ACアダプターが必要です。USB Type A
を搭載した5 V/1.0 A以上の出力ができるものをご用意ください。ただ
し、すべてのACアダプターでの動作を保証するものではありません。

本機に搭載されるソフトウェアは、株式会社ソニー・ 
インタラクティブエンタテインメントのライセンス条項の制約
を受けます。詳しくは、 
https://doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/ をご覧く
ださい。

POWERランプの光りかた
消灯
電源オフ

オレンジ色に点灯
スタンバイ

緑色に点灯
電源オン

オレンジ色と緑色が交互に点滅
本体内部が熱くなっている
ACアダプター（市販品）をコンセントから抜いて、熱
のこもらない場所でしばらく放置してください。

赤色に点灯
本体内部が熱くなっている
自動的に電源オフになります。ACアダプター（市販
品）をコンセントから抜いて、熱のこもらない場所で
しばらく放置してください。
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アフターサービス＆保証規定
1 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 保証期間中に正常な使用状態（取扱説明書などの注意
書きに従った使用状態）で故障した場合は、当社にて
無料で交換／修理します。

3 交換／修理について
1) 故障製品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたし
かねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品（シール
など）は取りはずしてからお送りください。

2) お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または
修理の対応を行います。 交換の場合、故障内容の説明
は出来かねます。 なお、交換／修理には環境にも配慮し
再生部品を使用する場合や、ファクトリーリファービッシュ
品と交換する場合があります。(ファクトリーリファービッ
シュ品とは返品商品、初期不良品などを修理調整し、当
社が性能および信頼性において新品と同等の品質を確認
した機能整備済み製品です。)

3) 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品や箱、お
よび修理にあたって取りはずした故障部品については、2）
の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめ
ご了承ください。

4) 製品の交換／修理にともない、本製品の初期化・再設定が
必要となります。

5) アフターサービスの内容によっては、本機の仕様とは異
なる製品／部品との交換になる場合があります。

6) 本体の設定やセーブデータを変更することがあります。
7) 交換／修理にともない、お客様のデータが失われる場合
があります。失われたデータ全てについて、当社は一切
の責任を負いかねます。

8) 所有権放棄された本体内のデータは、第三者が不当にふ
れることがないよう、合理的な管理体制のもとで処分しま
す。

9) 保証期間後の付属品の交換／修理の依頼はお受けしてい
ません。

10) ソフトウェアの更新を行う場合があります。

4 保証期間内でも、次の場合は交換／修理をお断りし
ます。
1) 保証書がない場合
2) 保証書に、お買い上げ日、販売店印などがない場合
3) 保証書が改ざんされている場合
4) 保証書が本製品のものではない、または本製品のものと
確認できない場合

5) 当社所定のソフトウェア使用許諾契約に違反する使いかた
をされた場合

6) 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
7) お買い上げ後の外的要因（落下、衝撃・圧力などの負荷、
液体／異物の混入など）による故障および損傷

8) 火災／地震／風水害／その他の天変地異、公害、塩害、
異常電圧などによる故障および損傷

9) 一般家庭外（例えば業務用）で使用したことによる故障お
よび損傷

10) シリアルナンバーが記載されている製品の場合、シリア
ルナンバーの改ざん、または判読できなくするような行為
の痕跡が見られる場合（シリアルラベルがはがされていた
り、シリアルナンバーが削られているような場合）

11) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当
社が判断した場合

12) 消耗または磨耗した部品（乾電池、ボタン電池など）
13) 不当な修理／分解／改造（ソフトウェアを含む）が行われた
製品

14) 損傷したデータの復旧
15) 1)～ 14)に該当すると当社が判断した場合

5 梱包について
お送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注
意して梱包してください。不充分な梱包により、輸送中に製品
が破損したと考えられる場合は、交換／修理をお断りします。

6 アフターサービス依頼品の保管について
アフターサービス依頼品の返却可能日をお知らせしている場合
（お客様のご都合でお知らせできない場合を含む）、依頼をお
受けした日から1年間を経過してもお受け取りいただけないとき
は、当社にて処分させていただきます。また、その際には修理
料金に加え、保管（保管場所までの輸送費用を含むがこれに限
らない）および処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い
速やかにお支払いいただきます。

7 ご注意
1) 出張交換／修理の依頼はお受けしていません。
2) 部品単品の販売は、一部を除き行っておりません。
3) この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対す
るお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

4) この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。（This 
warranty is valid only in Japan.）

5) 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、ア
フターサービスの際には最新の規定が適用されるものと
します。この規定に関する最新の情報については、当社
サポートサイト 
（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧くださ
い。

アフターサービスのご利用につきましては、当社サポートサイト
（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧ください。



10

著作権／商標
" "、"PlayStation"および"プレイステーション"は、 
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登
録商標または商標です。

"SONY"および" "は、ソニー株式会社の登録商標また
は商標です。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, 
Inc. in the United States and other countries.

第三者製オープンソースソフトウェアについては本機内および
https://doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/をご覧く
ださい。

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの
登録商標あるいは商標です。

PlayStation®Classicについて
http://rd.playstation.com/psclassic/

サポートサイト
修理に関するご案内や、よくあるお問い合わせなどをご覧い
ただけます。

アンケートにご協力ください
お客様からのご意見・ご感想を今後の製品作りの参考と
させていただくため、インターネットによるアンケート
を実施しています。アンケートに最後までお答えいただ
くとオリジナル壁紙がダウンロードできます。多くの皆
様からのご回答をお待ちしております。

http://pscom.jp/cse

  ご利用機種や使用条件によって、読み取れな
い場合があります。





© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc.  Printed in China 4-746-294-02(1)


