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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」（ 4ページ）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。

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

JIS C 61000-3-2（高調波電流規格）適合品

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備と
して、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線
局の免許は必要ありません。
また本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定を受けて
います。
認証機器名は次のとおりです。
認証機器名：CECH-4300C
ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。
• 本機を分解／改造すること
• 本体底面にある証明番号を消すこと

周波数について

本機は2.4GHz帯を使用していますが、他の無線機器も同じ周波
数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防
止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意
本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レン
ジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の
製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線
局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以
下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されてい

ないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場

合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の
運用を停止（電波の発射を停止）してください。
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この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式と
してFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は20mです。

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式と
して DS-SS 変調方式および OFDM 変調方式を採用
し、与干渉距離は40mです。

システムソフトウェアについて

本機に搭載されるシステムソフトウェアは、株式会社ソニー・コ
ンピュータ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、http://www.scei.co.jp/ps3-eula/をご覧くださ
い。
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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。

• 電源コードに傷みはないか？
• 電源コード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、電源コードが傷ついたとき
は、インフォメーションセンター（ 裏表紙）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 電源コードのプラグをコンセントから抜く。
2 インフォメーションセンターに連絡する。

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／破裂などにより死亡や大けがなどの人
身事故が生じます。

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



製品全般についてのご注意

危険

ワイヤレスコントローラ内蔵のバッテリーから液が
もれたときは

素手で液をさわらない
• 液がもれたときは、すぐに使用を中止し、インフォメー

ションセンターに相談してください。
• 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師

の診察を受けてください。失明の原因となります。
• 液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗

い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるとき
は、医師に相談してください。

すぐに火気から遠ざける
もれた液や気体に引火し、発火や破裂の原因となります。

警告

電源コードを傷つけない
コードが傷ついたまま使うと、火災や感電の原因と
なります。
• 壁や棚などの間にはさみ込まない。
• 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電源コードのプラグを抜く。

• 電源コードを抜くときは、プラグを持ってまっすぐ抜く。

専用の電源コード以外は使わない
付属の電源コードは本機だけで使用できる専用品で
す。他の製品では使用できません。また付属の電源
コード以外は本機で使用しないでください。発熱に
より火災・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。また、ディス
クを読み出すためのレーザー光が目に入ると視力障
害を起こす原因となります。

内部（端子類、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、すぐに電源コードのプラグをコンセント
から抜き、インフォメーションセンターに相談して
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、電源コードやLANケーブ
ル、本体にさわらない
感電の原因となります。

ぬれた手で電源コードのプラグにさわらない
感電の原因となります。
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長期間使わないときやお手入れをするときは、
電源コードのプラグをコンセントから抜く
火災や感電の原因となります。

通風孔をふさがない
本体が過熱して、火災やけが、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10cm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
本体や電源コードなどの端子に、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。

無線通信機能を使うときは、心臓ペースメー
カーの装着部から15cm以上離す
電波により、心臓ペースメーカーの動作に影響を与
えることがあります。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器
*の近くでは、無線通信機能を使わない
電波が電子機器*に影響をおよぼし、誤動作による事
故の原因となります。

* 心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ド
ア、その他の自動制御機器など。

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。

横置き、縦置き以外の置きかたをしない
けがや故障の原因となります。縦置きにするときは、
専用の縦置きスタンド（別売品）を使ってください。

ワイヤレスコントローラのモーションセン
サー機能を使うときは注意する
ワイヤレスコントローラのモーションセンサー機能
を使うときは、次のことに注意してください。コン
トローラが人や物にぶつかると、事故やけが、故障
の原因となります。



• 使用する前に、周囲に充分なスペースが確保でき
ているかを確認してください。

• 使用中はコントローラをしっかりと握り、手から
投げ出されないようにしてください。

• コントローラを USB ケーブルに接続した状態で
使うときは、ケーブルが周囲の人や物にぶつから
ないようにしてください。また、ケーブルがPS3®

本体から抜けないように注意してください。

ディスクの出し入れ時以外はディスクカ
バーを閉める
本体内部の部品（レンズなど）に傷が付いたり、故
障の原因となったりします。

ディスクを入れたまま移動させない、置きか
たを変えない
振動によりディスクに傷が付いたり、故障の原因と
なったりします。

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。

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
りして、事故やけが、故障の原因となります。

本体を持ち運ぶときは気をつける
本体は、落とさないように注意して持ち運んでくだ
さい。不安定な状態で持ち運ぶと、本体が落下し、け
がや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
残像現象（画像の焼き付き）が起こることがありま
す。特に静止画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。

* 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、通風孔か
らの排気に長時間当たらない
本体に皮膚がふれたままになっていたり、通風孔か
ら排出される温風に長時間当たったりすると、低温
やけどの原因となります。

密閉式のAVラックなど、熱のこもる場所に
設置して使わない
本体が過熱して、火災やけが、故障の原因となりま
す。

ほこりや、たばこの煙が多い場所には置かない
ほこりや、たばこのヤニが本体内部の部品（レンズ
など）に付いて、故障の原因となります。
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電源コードをコンセントにつないだ状態で
ケーブル*を接続しない
感電の原因となります。

* USBケーブルを除きます。

LAN端子に指定以外のケーブルを接続しな
い
LAN端子は、10BASE-T、100BASE-TX、
1000BASE-Tタイプに対応しています。一般の電話
回線や、ISDN回線などを直接LAN端子に接続しな
いでください。発熱や火災、故障の原因となります。

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
バーターなどに電源コードを接続すると、本体が発
熱し、やけどや故障の原因となります。

バイブレーション（振動）機能がついたコン
トローラを放置しない
振動機能に対応したソフトウェアで遊ぶときは、本
体や机の上などにコントローラを放置しないでくだ
さい。ソフトウェアの進行によりコントローラが振
動して落下し、けが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。

• ワイヤレスコントローラの廃棄については、「ワイヤレスコン
トローラを使う」（ 10ページ）をご覧ください。

ディスクカバーを閉めるときは手を挟まな
いように注意する
けがや故障の原因となります。

回転中のディスクにさわらない
けがをしたり、ディスクに傷が付いたり、故障の原
因となったりします。

電源ランプが緑色に点灯または点滅してい
るときは、次のことに注意する
 データの破損／消失や、故障の原因となります。
• 電源コードのプラグをコンセントから抜かないで

ください。
• 本体を移動させたり、置き方を変えたりしないで

ください。

電源ランプが赤色と緑色に交互に点滅して
いるときは、電源を入れなおす
本体内部の温度が上がっています。本体の電源を
切って、しばらく放置してください。その後、本体
を風通しの良い場所に移して使ってください。 



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。

3D映像、3D立体視ゲームについて
3D映像の視聴中や3D対応テレビでの3D立体視ゲームのプレイ
中に、目の疲労、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることが
あります。不快な症状が出たときは、直ちにテレビのご利用を中
止し、回復するまでご利用をお控えください。
3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイしたりするとき
は、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長
さや頻度は個人によって異なりますので、ご自身でご判断くださ
い。不快な症状が回復するまで、十分に休憩をとってください。
もし症状が続く場合は、医師にご相談ください。
なお、お子さま(特に6歳未満の子)の視覚は発達段階にあります。
お子さまが3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイした
りする前に、小児科や眼科などの医師にご相談いただくことをお
すすめします。大人のかたは、お子さまが上記注意点を守るよう
監督してください。
最新情報については、ホームページ
(http://www.jp.playstation.com/support/)をご覧ください。

コントローラの振動機能に対応したソフトウェアにつ
いて
振動障害のある方は、バイブレーション（振動）機能を使用しな
いでください。
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ワイヤレスコントローラを使う

コントローラはUSBケーブルを外すと、ワイヤレスで使えます。
ワイヤレスで使うときは、コントローラのバッテリーが充電され
ている必要があります。PSボタンを1秒以上押したままにする
と、画面上でバッテリーの残量を確かめられます。

ペアリングする

コントローラをはじめて使うときは、本体とコントローラをUSB
ケーブルで接続し、PSボタンを押してペアリングする必要があ
ります。
コントローラを2台以上使用するときは、1台ずつペアリングし
てください。

ヒント

コントローラは同時に最大7台まで接続できます。

バッテリーを充電する

本体の電源が入っているときに本体とコントローラをUSBケー
ブルで接続すると、コントローラのバッテリーを充電できます。

ヒント

周囲の温度が10℃～30℃の環境で充電してください。これ以外の環境
では、効率のよい充電ができないことがあります。

バッテリー寿命

バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経
過するにつれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。

ヒント

バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なりま
す。

保管のしかた

長期間使わないときでも、機能を維持するため、1年に1度は満
充電してください。

ワイヤレスコントローラを廃棄するときは

コントローラに内蔵しているリチウムイオン電池は、リサイクル
できます。コントローラを廃棄するときは、バッテリーを取り外
し、リサイクル協力店へお持ちください。

注意注意

• バッテリーを取り外すときは、小さなお子様の手の届かな
いところで行ってください。ネジなどの部品を誤って飲み
込むおそれがあります。

• コントローラのカバーを取り外すときは、爪や指などにけ
がをしないよう、充分に注意してください。



重要
コントローラを廃棄するとき以外は、絶対にネジを取り外さ
ないでください。

1 コントローラからUSBケーブルを取り外す。

2 プラス（＋）ドライバーで、ネジを外す（5か所）。

3 カバーを取り外す。

1 矢印の方向に押す。
2 上にスライドさせる。

4 コネクターを外したあと、バッテリーを取り外す。

コネクター

バッテリー

リチウムイオン電池のリサイクルについて

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要
になったリチウムイオン電池は、コネクターの金属
部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリ
サイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店について
は、一般社団法人 JBRCホームページ
（http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html）を参照してく
ださい。
11
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PS3®をアップデートする

PS3®は、システムソフトウェアをアップデート（更新）するこ
とにより、機能の追加やセキュリティーの強化ができます。常に
最新版にアップデートしてご利用ください。
アップデートをするには、次のいずれかの方法があります。

ネットワークアップデート
インターネットからアップデートデータをダウンロードして
アップデートする方法です。自動的に最新のシステムソフトウェ
アをダウンロードします。

（設定） （システムアップデート） ［インターネット
経由でアップデート］を選びます。

記録メディアによるアップデート
USBメモリなどに保存したアップデートデータを使ってアップ
デートする方法です。

（設定） （システムアップデート） ［記録メディアか
らアップデート］を選びます。

ディスクアップデート
ゲームディスクなどにアップデートデータが収録されている場
合もあります。この場合、ディスクを再生すると、アップデート
の案内画面が表示されます。

アップデートサイト
http://www.jp.playstation.com/ps3/update/
システムソフトウェア アップデートについて最新の情報を提
供しています。

お子様の利用を制限する

PS3®には、視聴年齢制限付きのコンテンツ（ゲームやビデオな
ど）の再生を暗証番号で制限する機能があります。この機能を使
うと、成人指定のコンテンツ（ゲームやビデオなど）などをお子
様が再生できないように設定できます。

セキュリティー設定を変更する

（設定） （セキュリティー設定）から変更します。
設定を変更するには、暗証番号の入力が必要です。暗証番号は、

（セキュリティー設定） ［暗証番号変更］で設定します。お
買い上げ時は、「0000」に設定されています。

ゲームの視聴年齢制限レベル

（セキュリティー設定） ［視聴年齢制限］から設定します。
［切］の他に、11段階のレベルを設定できます。

切 視聴年齢制限を解除する

11～1 視聴年齢制限のレベルを数値で設定する。数値が小
さいほど視聴が制限される

本機に設定した視聴年齢制限レベルと、ゲーム側に設定されてい
る視聴年齢制限レベルの組み合わせで、視聴できる／できないが
決まります。
例：PS3®の視聴年齢制限レベルを［7］に設定すると、レベル

［1］～［7］のゲームを再生できます。



ゲームの年齢区分マークについて
CERO（コンピュータエンターテインメントレーティング機構）
の審査を受けたゲームのパッケージには、表現内容により対象年
齢を区分する、「年齢区分マーク」が表示されています。このマー
クの種類と、ゲームの視聴年齢制限レベルは、次のように対応し
ています。

年齢区分マーク

ゲームの視聴年齢制
限レベル

1 5 7 8 9

2012年3月現在。最新の情報については、
http://www.jp.playstation.com/cero/をご覧ください。

その他のセキュリティー設定

（セキュリティー設定）では、ゲーム以外にも次のような項
目を設定できます。

BD - 視聴年齢制限

視聴年齢制限のあるBlu-ray Disc™（BD）を
再生するときに、設定した年齢によって再生
を制限できます。数値が小さいほど、制限が
厳しくなります。

DVD - 視聴年齢制限

視聴年齢制限のあるDVDを再生するときに、
設定したレベルによって再生を制限できま
す。［切］の他に、8段階のレベルを設定でき
ます。数値が小さいほど、制限が厳しくなり
ます。

インターネットブラ
ウザー起動制限

インターネットブラウザーの起動を暗証番
号で制限できます。

アカウント管理

PSNSMを利用するには、Sony Entertainment Networkのア
カウントが必要です。

（PSN）から （サインアップ）を選び、画面の指示に従っ
てアカウントを作成してください。アカウントには、マスターア
カウントとサブアカウントがあります。

マスターアカウント
標準的なアカウントで、18歳以上の方が作成できます。マスター
アカウントは、サブアカウントの利用条件を設定できます。 

サブアカウント
18歳未満の方が利用するためのアカウントです。マスターアカ
ウントの監督下で利用でき、例えば有料コンテンツを購入すると
きはマスターアカウントのウォレットを使います。マスターアカ
ウントがないと、サブアカウントを作成できません。 
サブアカウントの利用制限を確認および変更するには、

（PSN） （アカウント管理） (サブアカウント管
理）をご覧ください。

ヒント

セキュリティー設定や視聴年齢制限について、詳しくはユーザーズガ
イド（ 裏表紙）をご覧ください。
13
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ハードディスクを交換する

ハードディスクの交換は、必ず次の手順で行ってください。
1 データをバックアップする。
2 ハードディスクを交換する。
3 システムソフトウェアを再インストールする。
4 バックアップしたデータをリストア（復元）する。

交換用ハードディスクについて
PS3®には、次の種類のハードディスクが取り付けられます。

サイズ 2.5インチ（内蔵型）*1

インターフェース規格 シリアルATA*2

*1 すべての機器の動作を保証するものではありません。
*2 パラレルATAには対応していません。

注意注意

• ハードディスクを交換するときは、電源コードのプラグを
コンセントから抜いてください。また、小さなお子様の手
の届かないところで行ってください。ネジなど部品を誤っ
て飲み込むおそれがあります。

• 本機を使用した直後は、本体内部が熱くなっています。し
ばらく放置してから作業を行ってください。

• 部品のすき間に指を挟んだり、部品の角などで手や指にけ
がをしたりしないよう、充分に注意してください。

• 電源を入れるときは、必ず HDD ベイカバーを取り付けて
ください。HDDベイカバーが外れていると、本体内部の
温度上昇の原因となります。

重要
• ハードディスクは衝撃や振動、ほこりに弱いため、慎重

に取り扱ってください。

– 振動する場所や不安定な場所に置いたり、強い衝撃を
与えたりしないでください。

– 内部に水や異物を入れないでください。

– ハードディスクの端子部を手で触ったり、異物を入れ
たりしないでください。ハードディスクの故障や、デー
タ破損の原因となります。

– ハードディスクの近くに、時計などの精密機器や、磁
気カードなどを置かないでください。機器の故障や、磁
気カードの破損の原因となります。

– 物を載せないでください。
– 高温多湿および直射日光の当たる場所に置かないでく
ださい。

• ネジの取り付けや取り外しには、ネジのサイズにあった
ドライバーを使ってください。サイズが合っていないと、
ネジ頭の溝がつぶれることがあります。

• データは、定期的にバックアップをとることをおすすめ
します。何らかの原因でデータが消失／破損した場合は、
データの復旧／修復はできません。また、データが消失
／破損しても、当社は一切の責任を負いかねます。あら
かじめご了承ください。

• システムソフトウェアのインストール中は、PS3® の電源
を切ったり、記録メディアを抜いたりしないでください。
インストールが中断されると、故障の原因となります。

• システムソフトウェアのインストール中は、本体の電源
ボタンやコントローラの PS ボタンが機能しなくなりま
す。



データをバックアップする

ハードディスクに保存しているデータは、次の方法でバックアッ
プできます。

データを一括でバックアップする
（設定） （本体設定） ［バックアップユーティリ

ティー］で、ハードディスクに保存されたデータを一括でバック
アップできます。本体にUSBマスストレージ機器を接続し、画
面の指示に従って操作してください。

ヒント

• PS3®の使用状況によっては、正しくバックアップできないことがあ
ります。個別にコピー／ムーブできるファイルは、あらかじめ予備
のバックアップを作成しておくことをお勧めします。詳しくは、「必
要なデータを選んでバックアップする」（ 15ページ）をご覧くだ
さい。

• バックアップユーティリティーについて詳しくは、ユーザーズガイ
ド（http://manuals.playstation.net/document/）をご覧ください。

必要なデータを選んでバックアップする
ゲームのセーブデータ、動画ファイル、音楽ファイル、画像ファ
イルは、オプションメニューからコピー／ムーブできます。本体
にUSBマスストレージ機器を接続したあと、ファイルを選んで

ボタンを押し、オプションメニューから［コピー］、［ムーブ］、
［バックアップ］のいずれかを選びます。

ヒント

• データによっては、コピー／ムーブ／バックアップできないものが
あります。

• 別売りのカードリーダー／ライター（USB接続タイプ）を使用すると、
ハードディスクに保存されたデータをメモリースティック™やSDメ
モリーカードなどの記録メディアにバックアップできます。

ハードディスクを交換する

1 PS3®の電源ボタンを押して、電源を切る。

電源ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。

2 電源コードおよびケーブル類を取り外す。

安全のため、電源コードのプラグをコンセントから抜いた
状態で、ケーブル類を取り外してください。

3 HDDベイカバーを矢印の方向にスライドさせて取り外す。

HDDベイカバー
15
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4 ハードディスクを取り外す。

1 ネジ（青色）を外す。
2 取っ手の右側を手前に出し、ハードディスクを引き出す。

ハードディスク

アタッチメント

5 ハードディスクを軽く押さえて、アタッチメントと一緒に裏
返す。

乾いた柔らかい布の上に置いてください。ハードディスク
を強く押さないでください。

6 アタッチメントのネジを外す（4か所）。

ネジ穴のゴムは取らないでください。

7 アタッチメントをハードディスクから取り外す。

8 交換用のハードディスクをアタッチメントに取り付け、ネジ
で固定する（4か所）。

ネジは強く締めすぎないようにしてください。

9 ハードディスクをPS3®に取り付けて、ネジ（青色）で固定
する。

ハードディスクはPS3®の奥までしっかり差し込んでくだ
さい。

ヒント

HDDベイカバー、ネジ、アタッチメントなどの部品を紛失したときは、
インフォメーションセンター（ 裏表紙）にお問い合わせください。



システムソフトウェアを再インストールする

ハードディスクを交換した場合、システムソフトウェアの再イン
ストールが必要になります。

1 システムソフトウェアをダウンロードする。

パソコンを使って、アップデートサイト
（http://www.jp.playstation.com/ps3/update/）からシステム
ソフトウェアのアップデートデータをダウンロードします。パソ
コン経由でのアップデート方法に従って、ダウンロードしたアッ
プデートデータを記録メディアに保存します。

2 システムソフトウェアをインストールする。

PS3®の電源を入れ、記録メディアをセットしてください。画面
の指示に従って操作すると、システムソフトウェアを再インス
トールできます。

ヒント

• ハードディスクを交換する前に使っていたシステムソフトウェアよ
りも古いバージョンのアップデートデータは、再インストールがで
きません。アップデートサイトで該当するアップデートデータが公
開されていない場合は、インフォメーションセンター（ 裏表紙）
にお問い合わせください。

• アップデートデータの収録されたゲームディスクなどをお持ちの場
合は、そのディスクを使ってシステムソフトウェアを再インストー
ルできる場合があります。ディスクをPS3®にセットすると、アッ
プデートデータが利用可能かどうかを確認できます。

• パソコンからインターネットに接続できる環境をお持ちでないとき
は、インフォメーションセンター（ 裏表紙）にお問い合わせく
ださい。

バックアップしたデータをリストア（復元）する

バックアップしたデータは、次の方法でハードディスクにリスト
ア（復元）できます。

データを一括でリストア（復元）する
（設定） （本体設定） ［バックアップユーティリ

ティー］の機能を使ってUSBマスストレージ機器にバックアッ
プしたデータを、一括でリストア（復元）できます。本体にUSB
マスストレージ機器を接続し、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

ヒント

• PS3®の使用状況によっては、正しくリストア（復元）できないこと
があります。

• バックアップユーティリティーについて詳しくは、ユーザーズガイ
ド（http://manuals.playstation.net/document/）をご覧ください。

必要なデータを選んでリストア（復元）する
オプションメニューからコピー／ムーブしたファイルは、コピー／
ムーブしたときと同じようにオプションメニューからリストア（復
元）できます。
本体にUSBマスストレージ機器を接続したあと、ファイルを選
んで ボタンを押し、オプションメニューから［コピー］、［ムー
ブ］、［リストア（復元）］のいずれかを選びます。

ヒント

データによっては、コピー／ムーブ／リストア（復元）できないもの
があります。
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データを初期化する

重要
• 初期化をすると、元に戻すことはできませんので注意し

てください。消去および破損したデータの復旧はできま
せん。

• 初期化中にPS3®の電源を切らないでください。初期化が
中断されると、故障の原因となります。

• 初期化中は、本体の電源ボタンとワイヤレスコントロー
ラのPSボタンは機能しなくなります。

• 初期化をしても、システムソフトウェアを以前のバージョ
ンに戻すことはできません。

設定をお買い上げ時の状態に戻す
（設定） （本体設定） ［設定の初期化］で、 （設定）

の各項目で設定した値をお買い上げ時の状態に戻せます。
初期化が完了したあとに再起動すると、初期設定の画面が表示さ
れます。画面の指示に従って、システムソフトウェアの初期設定
をしてください。

ハードディスクのデータを消去する
（設定） （本体設定） ［PS3™の初期化］で、ハード

ディスクのデータをすべて消去し、さらに （設定）の各項目
で設定した値をお買い上げ時の状態に戻せます。
初期化の方法で［クイックフォーマット］を選ぶと、初期化
（フォーマット）時間を短縮できます。より確実にデータを消去
したいときは、［フルフォーマット］を選んでください。

初期化が完了したあとに再起動すると、初期設定の画面が表示さ
れます。画面の指示に従って、システムソフトウェアの初期設定
をしてください。

PS3®を廃棄／譲渡するときは

PS3®を廃棄、および他人に譲渡するときは、「ハードディスク
のデータを消去する」の手順で［フルフォーマット］を選び、本
体内のデータを消去してください。消去しない場合、第三者に個
人情報やクレジット番号などが閲覧されたり、利用されたりする
可能性があります。

注意注意

第三者によるデータの不正な閲覧または利用によってお客様
に生じた不利益その他の損害に対して、当社は一切の責任を
負いかねます。



使用上のご注意

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。

結露が起きたときは

本機やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後な
どは、本体内部のレンズやディスクに露がつき（結露）、正しく
動作しないことがあります。結露が起きたときは、ディスクを取
り出してから本機の電源を切り、電源コードのプラグを抜いた状
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、インフォメーションセンター（ 裏表紙）に相談して
ください。

アクセスポイントを設定するときは

ワイヤレスLANのアクセスポイントを設定するときに検索機能
を使うと、周辺のアクセスポイントが自動的に検索されるため、
利用する権限のないアクセスポイントが表示されることがあり
ます。自宅や公衆無線LANサービス以外の、利用する権限のな
いアクセスポイントには接続しないでください。接続した場合、
不正アクセスとみなされることがあります。

無線通信機能について

本機の無線通信機能で使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が
共有して使用する電波帯です。本機は、同じ電波帯を使用する機
器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、
場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が
低下することや、通信が切断することがあります。

USB機器について

画面に「不明なUSB機器が接続されました。」と表示されたと
きは、次の原因が考えられます。

• 接続したUSB機器が本機に対応していない。
• 接続したUSB機器が特定のソフトウェアだけに対応している。
• USBハブに、多数のUSB機器を接続している。

PS3®の取り扱い

PS3®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。
19



20
レンズおよびレンズ周辺の部位について

ディスクカバーの内側にあるレンズおよびレンズ周辺の部位に
さわらないでください。また、ほこりが付かないように、ディス
クを出し入れするとき以外は、必ずディスクカバーを閉じておい
てください。レンズが汚れたりレンズ周辺の部位に触れると、正
しく動作しないことがあります。

お手入れ

安全のため、お手入れをするときは電源コードのプラグをコンセ
ントから抜いてください。

キャビネット（本体やワイヤレス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
本体や電源コードなどの端子類は、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。

ディスクの取り扱い

指紋やほこりなどでディスクが汚れると、画像の乱れや音質低下
の原因になります。次のことを守ってください。
• 再生面を手でさわらないように持ってください。
• 紙やテープを貼ったり、ペンなどで書き込みをしたりしない

でください。

保管のしかた
• 直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高いと

ころ、湿気の多いところに置かないでください。
• 長時間使わないときは、ケースに入れて保管してください。

ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけたりすると、そ
りの原因となります。

お手入れのしかた
• 柔らかい布でディスクの中心から外の方

向へ軽くふいてください。
• ベンジンやシンナー、レコードクリー

ナー、静電気防止剤などは、ディスクを
傷めることがありますので、使わないで
ください。



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。

本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフト
ウェアのバージョンによって異なる場合があります。

PlayStation®3本体

CPU Cell Broadband Engine™

GPU RSX®

サウンド出力
LPCM 7.1ch, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby 
TrueHD, DTS®, DTS-HD®, AAC

メモリ
256 MB Main Memory,
256 MB Graphics Memory

ハード
ディスク

2.5" Serial 
ATA 500 GB*1

入出力*2 Hi-Speed USB（USB2.0）ポート×
2

通信

Ethernet（10BASE-T, 100BASE-
TX, 1000BASE-T）×1

IEEE 802.11 b/g

Bluetooth® 2.0（EDR）

コントローラ
ワイヤレスコントローラ

（Bluetooth®）

AV出力

解像度 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

端子

HDMI®出力端子*3*4×1

AVマルチ出力端子×1

光デジタル出力端子×1

BD／
DVD／
CDドライブ

（読み出し専
用）

最大読み出
し速度

BD2倍速（BD-ROM）
DVD8倍速（DVD-ROM）
CD24倍速（CD-ROM）

電源 AC 100 V、50/60 Hz

最大消費電力 190 W

外形寸法
（最大突起部除く）

約 290×60×230 mm
（幅×高さ×奥行き）

質量 約2.1 kg

動作環境温度 5℃～35℃

*1 （設定） （本体設定） ［本体情報］に表示されるハード
ディスクの空き容量は、1 GBを約10億7374万バイトとして計算
しているため、本書に記載している数値（1 GBを10億バイトとし
て計算した数値）よりも少なく表示されます。表示のしかたは異な
りますが、実際にご利用いただけるハードディスクの容量は変わり
ません。
また、ハードディスク容量の一部はシステムが稼動するためのシス
テム領域として使用されるため、それ以外の容量が実際にご利用い
ただけるユーザー領域となります。

*2 すべての外部機器の動作を保証するものではありません。
*3 "3D"、"Deep Color"、"x.v.Color"、"HD lossless audio format"

に対応しています。
*4 HDMIケーブル（別売り）は、ソニー株式会社製またはHDMIロゴ

を取得したケーブルを使ってください。
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ワイヤレスコントローラ（DUALSHOCK®3）

定格 DC 5 V、500 mA

電池

電池種類 内蔵型リチウムイオン充電池

電圧 DC 3.7 V

電池容量 610 mAh

質量 約180 ｇ

再生できるディスクの種類

Blu-ray Disc （BD）

PlayStation®3規格BD-ROM

BD-ROM

BD-R

BD-RE*1

DVD

DVD-ROM

DVD+R／RW

DVD-R／RW

AVCHD

DSD ディスク

CD

PlayStation®規格CD-ROM*2*3

CD-DA（音楽CD）*4

CD-R／RW

*1 BD-RE ver.1.0の再生には対応していません。
*2 本機ではPlayStation®2規格ソフトウェアは動作しません。

*3 本機ではPlayStation®規格ソフトウェアとの互換性が保証されてい
ないため、従来のPlayStation®と異なる動作をしたり、適切に動作
しないソフトウェアがあります。システムソフトウェアをアップ
デートすることにより互換性が向上し、適切に動作するようになる
場合があります。詳しくは、当社ホームページ

（http://www.jp.playstation.com/）またはインフォメーションセン
ター（ 裏表紙）でご確認ください。

*4 スーパーオーディオCDの再生には対応していません。

リージョンコードについて
ディスクによっては、販売地域ごとに「地域番号（リージョンコー
ド）」が割り当てられています。本機では、次の地域番号のディ
スクを再生できます。

ディスク 地域番

Blu-ray Disc（BD）

DVD 2

号（リージョンコード）

ALL

PlayStation®3規格BD-ROM

PlayStation®規格CD-ROM



DVDおよびPlayStation®3規格ソフトウェアについて
• SDの解像度で出力しているときは、NTSC方式で記録された

ディスクのみ再生できます。

• HDの解像度でPlayStation®3規格ソフトウェアを再生するに
は、59.94Hzの映像再生に対応したテレビが必要です。

DVD-R／DVD-RW／DVD+R／DVD+RWについて
ファイナライズをしていないディスクは、再生できません。

ご注意
• 本機では、円型ディスクを使ってください。円型以外の特殊

な形（カード型、星型、ハート型など）のディスクを使うと、
故障の原因となります。

• 本機では、ひび割れ、変形、補修したディスクを使わないで
ください。故障の原因となります。

• 8cm ディスクを使うときは、アダプターを取り付けずにその
ままセットしてください。アダプターを付けてセットすると、
故障の原因となります。

• 本機の音楽ディスク再生機能は、コンパクトディスク（CD）
規格に準拠して設計されています。いくつかのレコード会社
より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスク
が販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠してい
ないものもあり、本製品で再生できない場合があります。

• DualDiscは、DVD規格に準拠した面と、音楽専用の面を組み
合わせた両面ディスクです。この音楽専用の面は、コンパク
トディスク（CD）規格に準拠していないため、本機での再生
は保証できません。

• HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）規格
に対応していない機器をHDMIケーブルで接続すると、本機か
らの映像および音声を出力できません。

• 本機のAVマルチ出力端子を使ってテレビに接続している場合、
著作権保護された動画ファイルによっては、解像度が制限され
ることや、出力されないことがあります。

• 不正にコピーされたディスクを再生すると、異音がするなど、
正常に再生されない場合があります。

• 著作権保護された BD を継続的にお楽しみいただくためには、
AACS（Advanced Access Content System）の暗号鍵の
更新が必要となる場合があります。暗号鍵の更新には、シス
テムソフトウェアのアップデートが必要です。

• Blu-ray™ が採用している著作権保護技術（AACS）の規定に
より、BD映像ソフト（BD-ROM）、および著作権保護技術の
適用されたコンテンツを記録したBDを出力するときは、HDMI
ケーブルで接続してください。

• ディスクによっては、傷や汚れ、記録状態、記録機の特性な
どが原因で再生できないものがあります。
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アフターサービス

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページの
サポートページ（http://www.jp.playstation.com/support/）を
ご覧いただくか、インフォメーションセンター（ 裏表紙）に
お問い合わせください。

アフターサービスに出すときは

• PS3® をアフターサービスに出すときは、個人情報保護および
第三者による不正使用を防止するため、Sony Entertainment
Networkアカウントのパスワードを消去してください。消去し
ない場合、第三者に個人情報やクレジットカード番号などを閲
覧されたり、利用されたりする可能性があります。パスワード
を消去するには、PSNSMのサインイン画面で［パスワードを
保存する］のチェックを外します。PS3®にログインする複数
のユーザーがそれぞれのアカウントを利用しているときは、
ユーザーごとにログインしてパスワードを消去してください。

• アフターサービスの内容によっては、それまで使っていたハー
ドディスクのフォーマットが必要になることがあります。大
切なデータは事前にバックアップを作成しておいてください
（ 15ページ）。

アフターサービス規定／保証規定

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（以下当社）
は次の内容に従い、お客様にアフターサービスを提供します。こ
れらの規定に同意いただいたうえでアフターサービスを依頼し
てください。

アフターサービス規定

1 交換／修理について
1） PlayStation®3をアフターサービスに出すときは、個人情報保

護および第三者による不正使用を防止するためPlayStation®3
に保存されているSony Entertainment Networkアカウントの
パスワードを消去してください。

2） 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
り外してからお送りください。

3） 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。）

4） 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品（本体、箱など）、
および修理にあたって取り外した故障部品については、3）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。

5） 製品の交換／修理にともない、ハードディスクの初期化・再設
定が必要な場合があります。あらかじめ、データのバックアッ
プをとることをお勧めいたします。

6） 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
品との交換になる場合があります。

7） システムソフトウェアをアップデートします。
8） PlayStation®3本体の設定を変更することがあります。

2 交換／修理をお断りする場合について
1） 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
2） 当社所定のシステムソフトウェア使用許諾契約に違反する使

いかたをされた製品
3） PlayStation®3本体底面（縦置きの場合は側面）のシールドラ

ベルおよび背面のシリアルラベルがない、または、はがした痕
跡のある製品

4） 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品（梱
包方法は当規定「梱包について」をご覧ください）



5） 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

6） 記録媒体（ハードディスクや記録メディア）内の、損傷したデー
タの復旧

3 料金について
1） 保証期間後の本体のアフターサービスは有料となります。料金

表については当社ホームページのサポートページ
（http://www.jp.playstation.com/support/）をご覧ください。

2） 点検・見積りを依頼された場合は有料となります。見積り後に
交換／修理をキャンセルされた場合も有料となります。

4 データについて
1） 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。プリインストールされているコンテンツや、購入後にお
客様ご自身が本体および記録媒体内にインストールしたコンテ
ンツのデータ、その他記録媒体内のデータ全てについて、当社
は一切の責任を負いかねます。

2） 所有権放棄された記録媒体内のデータは、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。

5 梱包について
1） 交換／修理にあたって、対象製品をお送りいただく際は、購入

時の箱および梱包材をお使いのうえ、購入時の箱を包装紙など
で包んでください。なお、購入時の箱がない場合には、当社よ
り有料にて梱包用の箱をお送りすることができます。

2） 1）の梱包方法以外でお送りいただく場合は、輸送中に本体が
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） 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。
3） 部品単品の販売は一切行っていません。
4） この規定は、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。
5） この規定は日本国内においてだけ有効です。（This rule is 

valid only in Japan.）
6） 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、当社ホームページの
サポートページ（http://www.jp.playstation.com/support/）
をご覧ください。

保証規定

1 保証期間内の製品については、「アフターサービス規定」に加
え、この規定が適用されます。「アフターサービス規定」も必
ずご覧ください。

2 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

3 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。

4 保証期間内でも、次の場合は保証の対象外になります。
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） 保証書が本機のものではない、または保証書からシリアルラベ

ルがはがされているなど保証書が本機のものと確認できない
場合

5） 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
6） 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
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7） 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

8） 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

9） 1)～8)に該当すると当社が判断した場合

5 保証期間内でも、次の場合は交換／修理をお断りします。
1） 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
2） 当社所定のシステムソフトウェア使用許諾契約に違反する使

いかたをされた製品
3） PlayStation®3本体底面（縦置きの場合は側面）のシールドラ

ベルおよび背面のシリアルラベルがない、または、はがした痕
跡のある製品

4） 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品（梱
包方法は「アフターサービス規定」をご覧ください）

5） 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

6） 記録媒体（ハードディスクや記録メディア）内の、損傷したデー
タの復旧

6 ご注意
1） 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。
2） 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.）
3） 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、当社ホームページの
サポートページ（http://www.jp.playstation.com/support/）
をご覧ください。

保証書について

• 保証書は外箱に印刷されています。大切に保管してください。
また、保証書からシリアルラベルをはがさないでください。

• 保証書に、お買い上げ日と販売店名が記入されていることを
確かめてください。

• 保証書のシリアルラベルの番号は、本機のシリアルラベルの
番号と一致しています。シリアルラベルで本機の保証書であ
ることが確認できない場合は、保証の対象となりません。

ラベル位置

本体底面のシールドラベル

保証書（保証書内にはシリアル
ラベルが貼られています）

本体背面のシリアルラベル



お客様の個人情報のお取り扱いに
ついて

情報の使用目的

お客様カルテやインフォメーションセンターへのお問い合わせ
でご提供いただいた氏名、住所などの個人情報（以下個人情報）
は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントにて商品
のアフターサービスに利用するという目的で使用します。これ以
外の目的で個人情報を使用する際は、改めてお知らせし、お客様
の同意をいただきます。

情報の保管・開示

お客様にご提供いただいた個人情報は、ソニーグループ・プライ
バシーポリシーに基づいて保管いたします。詳しくは、
http://www.jp.playstation.com/about/privacy.html にてご確
認いただけます。

お問い合わせ先

個人情報について詳しくは、インフォメーションセンター（ 裏
表紙）へお問い合わせください。

さい こ

14才までのお子さまへ
で ん わ お と な

電話をかけるときは、大人の方といっしょにかけてください。
きゃくさま お と な か

お客様カルテも大人の方といっしょに書いてください。

著作権／商標

" "、"PlayStation"、" "、"DUALSHOCK"および" "は
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標で
す。また、"PSN"は同社の商標です。

"SONY"および" "はソニー株式会社の登録商標です。 また、
"メモリースティック"、"x.v.Color"および"Sony Entertainment
Network"は同社の商標です。

"AVCHD" and "AVCHD" logo 
are trademarks of Panasonic 
Corporation and Sony 
Corporation.

Contains Adobe® Flash® Player software under license from 
Adobe System Incorporated. Copyright © 1995-2007 Adobe 
Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash and 
Flash Player are either registered trademarks or trademarks of 
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other 
countries.

© 2006 All Media Guide, LLC
Content and technology provided by All 
Media Guide®.
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"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are 
trademarks of the Blu-ray Disc 
Association.

Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

Bluetooth® ワードマークおよびロゴ
は、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商
標であり、株式会社ソニー・コン
ピュータエンタテインメントはこれら
商標を使用する許可を受けています。
他のトレードマークおよび商号は、各
所有権者が所有する財産です。

DivX®, DivX Certified® and associated 
logos are trademarks of Rovi 
Corporation or its subsidiaries and are 
used under license.

DLNA and DLNA CERTIFIED are 
trademarks and/or service marks of 
Digital Living Network Alliance.

For DTS patents, see 
http://patents.dts.com. 
Manufactured under 
license from DTS 
Licensing Limited. DTS, 

DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are 
registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a 
trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby 
and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.

DVD ロゴは商標です。

日本語フォントおよび欧文フォントの一部は、株式会社フォン
トワークスジャパンの文字を使用しています。



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

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標で
す。

Anti-Grain Geometry - Version 2.0
Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software 
is granted provided this copyright notice appears in all copies.
This software is provided "as is" without express or implied 
warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.

新丸ゴ（シンマルゴ）®Rは株式会社モリサワより提供を受けて
おり、この名称は同社の登録商標であり、フォントの著作権も同
社に帰属します。

本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ 
ソフトウェアを搭載しています。
RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。
BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその
他の国における登録商標です。
RSA Security Inc. All rights reserved.

本機は S3 Graphics 社の S3TC テクスチャ圧縮技術を採用し
ています。

Java is a registered trademark of 
Oracle and/or its affiliates.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is 
freely granted, provided that this notice is preserved.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced 
from Fraunhofer IIS and Thomson.
Mp3Surround audio coding technology and patents licensed 
from Fraunhofer IIS, Thomson, and Agere.
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eZiText® and Zi® are registered 
trademarks of Zi Corporation.

その他のライセンスおよび商標については、
http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html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。

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。ご協力い
ただいた方には「オリジナル壁紙（PS3®用）」
をプレゼントします。多くの皆様からのご協力
をお待ちしております。

http://www.jp.playstation.com/uc/





ユーザーズガイド http://manuals.playstation.net/document/
PS3®の詳しい操作方法を説明しています。 

（ネットワーク） （オンラインマニュアル）でもご覧いただけます。

アップデートサイト http://www.jp.playstation.com/ps3/update/
システムソフトウェア アップデートについて最新の情報をご覧いただけます。

サポートサイト

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. Printed in China
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