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1 	 PS5背面が上になるように置き、PS5からネジ穴キャップを
取り外す。

2 	 ネジ穴キャップをベース底面に取り付ける。

3 	 ベース底面から取り付けネジを取り外す。

ベース底面

4 	 PS5にベースを取り付け、ネジを手でしめて固定する。	
ネジはコインでしめることもできます。

32

はじめて使う

1 ベースを取り付ける。
PlayStation®5は縦置き、横置きどちらの場合も必ずベースを
取り付けてください。
取り付けは平らな場所で行ってください。

PS5™の置きかたに合わせてベースの向きを変える	
必要があります。
ベースの天面と底面を反対方向に回転させます。	
カチッという音がするまで回転させてください。

縦置きにするとき

完成図

フックが下図の位置にあることを	
確認してから取り付けてください。

フック
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はじめて使う

2 HDMIケーブル、電源コードを接続する。
付属品を使用してください。
電源コードのプラグは、すべての接続が終わったあとにコン
セントに差し込んでください。

HDMI	OUT端子 HDMI	IN端子

HDMI®ケーブル

コンセントへ

AC	IN端子 電源コード

背面

横置きにするとき

完成図

フックが下図の位置にあることを
確認してから取り付けてください。

フック

1 	 PS5背面が上になるように置き、PS5のガイドの両端に合わ
せてベースをしっかりと押し込む。
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はじめて使う

5 （電源）ボタンを押して、PlayStation 5の 
電源を入れる。
電源ランプが青色に点滅したあと、白色に点灯します。

操作しないまま60秒が経過すると、音声読み上げの機能がオンにな
ります。画面のテキストを読み上げ、操作に必要な情報を音声で補助
します。

前面

電源ランプ

（電源）ボタン

3 LANケーブルを接続する。
有線でインターネットにつなぐときは、LANケーブル（別売り）
を接続します。
無線（Wi-Fi®）でインターネットにつなぐときは、LANケーブ
ルを接続せずに、次の手順に進んでください。

4 テレビの電源を入れ、テレビの入力をHDMI
に切り替える。

背面

LAN端子
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はじめて使う

6 ワイヤレスコントローラーを接続して、 
（PS）ボタンを押す。
PS5前面のUSB端子にUSBケーブルで接続するとコントロー
ラーのペアリングが完了し、 （PS）ボタンを押すとコント
ローラーの電源が入ります。

USB	Type-A端子 USB端子

（PS）ボタン

USBケーブル

前面

7 初期設定をする。
画面に従って設定してください。

•	本体の設定
言語設定をはじめ、インターネット接続の設定、省電力設定
などを行います。

［レストモード中の電源オプション］で［快適］を選ぶと、レストモー
ド中のコントローラーの充電や、アップデートファイルの自動インス
トールをオンにできます（12ページ）。

•	アカウントの設定
新しいアカウントを作成するか、PlayStation®4などで利用
しているアカウントでサインインできます。「PS4を遊んで
いたお客様へ」（6ページ）もご覧ください。

•	コンテンツのダウンロード
購入済みのPS5のゲームやメディアアプリのダウンロードを
行います。PS4®を持っている場合は、PS4からのデータの
引継ぎもできます。

設定が完了すると、画面に［PlayStation	5へようこそ］と表示
されます。

お子様が使う場合は、「お子様のための設定」（6ページ）もご覧
ください。

•	初期設定の項目は、ネットワークの環境やサインインしたアカウント
の情報に基づき、必要な項目だけが表示されます。
•	ホーム画面の ［設定］からあとで変更／設定することもできます。
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お子様のための設定
お子様がPS5を使う場合に、大人の方が、遊べるゲームや時間、チャッ
トの利用などを管理できます（ペアレンタルコントロール）。

大人（ ）も子ども（ ）も1人1つのアカウントが必要です。お子様のア
カウントを作るとファミリーが作られ、お子様がファミリーの一員にな
ります。同じファミリーに所属するメンバーにだけ、ペアレンタルコント
ロールを設定できます。

PS4などで遊んでいてすでにアカウントを持っている場合は、同じアカウン
トが使えます。ファミリーやペアレンタルコントロールの設定も引き継がれ
ます。

PS4を遊んでいたお客様へ
PS5でPS4のゲームを遊ぶ
PS5では、サポートされているPS4ゲーム*を楽しめます。
*	一部、PS4でプレイした場合と異なる動作をすることがあります。また、システ
ムソフトウェアを最新のバージョンにアップデートする必要があります。

PS5にPS4のデータを移行する
PS4とPS5を同一ネットワークに接続し、
ゲームのセーブデータ、ユーザー情報、ダ
ウンロード済みコンテンツなどのデータを
移行できます。
また、PS4で使用していたUSB拡張ストレ
ージは、PS5に差し替えるだけでそのまま
利用できます。

PS4で利用しているアカウントを使う
PS5用に新規にアカウントを作成する必
要はありません。PS4で利用しているアカ
ウントでサインインしてください。ゲームの
履歴や獲得したトロフィー、プロフィール
やフレンドとの交流もそのまま引き継がれ
ます。
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お子様のための設定

子どものアカウントを作成する
お子様のアカウントの作成といっしょにペアレンタルコントロールの
設定も行えます。
（PS）ボタンを押して表示されるコントロールセンターからあなたの
プロフィール画像を選び、［ユーザーを切り替え］を選びます。ユーザー
選択画面が表示され、［ユーザーを追加］からアカウントを作成できま
す。

ペアレンタルコントロールの設定を確認／変更する
ペアレンタルコントロールは定期的に見直すことをおすすめします。	
ホーム画面の ［設定］＞［ファミリーとペアレンタルコントロール］か
ら確認／変更できます。

ゲームのレーティングマーク
ゲームには、対象年齢を表すレーティングマークが表示されています。

対象年齢 6歳以上 12歳以上 15歳以上 17歳以上 18歳以上

レーティング
マーク

ペアレンタルコントロールの機能や設定方法について詳しくは、ユーザー
ズガイドをご覧ください（13ページ）。
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画面の見かた
ホーム画面
ホーム画面は、ゲームホームとメディアホームの２種類があります。
ゲームホームには、ゲームやPlayStation®Storeなどゲームに関連するアプリが表示されます。
メディアホームには、ビデオや音楽などのアプリが表示されます。

ホームの切り替え
ゲームホームとメディアホームを切り替えられます。

検索、設定の変更、プロフィールの編集を行えます。

ハブ
選んだゲームやアプリの詳細、関連する情報などが表
示されます。

•	PS5では、項目を決定する操作は ボタンに割り当てられています。
•	ゲームやアプリを起動中にホーム画面に戻るには、コントロールセンターで ［ホーム］を選
ぶか、（PS）ボタンを押したままにします。
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画面の見かた

コントロールセンター
（PS）ボタンを押すと、コントロールセンターが表示されます。
ゲームやアプリを中断せずに、さまざまな機能にアクセスできます。

コントロール
［ホーム］でホーム画面に戻ったり、［電源］でPS5
の電源を切ったり、基本的な操作を行えます。

ゲーム中によく使う機能や設定にもすばやくアクセス
できます。

カード
ゲームやアプリと連動し、状況にあわせて操作できる
項目がカードで表示されます。カードを開いて詳細を
見たり、次の行動に移ったりすることができます。
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ゲームで遊ぶ
ディスク版のゲームで遊ぶ
ディスクをセットします。
ゲームデータのコピーが始まり、ゲームを遊べる状態になるとお知ら
せが届きます。
ゲームホームからゲームを選びます。

前面

（イジェクト）ボタン

ディスクを取り出す
（イジェクト）ボタンを押します。

ダウンロード版のゲームで遊ぶ
［PlayStation	Store］から購入／ダウンロードします。
ゲームを遊べる状態になるとお知らせが届きます。
ゲームホームからゲームを選びます。

ゲームを購入／ダウンロードするには、サインインが必要です。
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コントローラーを使う
充電する
PS5の電源が入っているとき、またはレストモード中に、USBケーブル
を使ってPS5とコントローラーを接続します。レストモード中は、ライト
バーがオレンジ色にゆっくりと点滅します。充電が完了すると消灯し
ます。

レストモード中にコントローラーを充電するには、［設定］＞［システム］＞
［省電力］＞［レストモード中に使う機能］＞［USB端子に給電する］の設定
を［オフ］以外にする必要があります。

マイクをオフにする
MUTEボタンを押すたびに、マイクオフ（ボタン点灯）とマイクオン（ボ
タン消灯）が切り替わります。

MUTEボタンを押したままにすると、マイクのほか、コントローラーや
テレビのスピーカーもオフになります（ボタン点滅）。もう1	度ボタンを
押すと、元の状態に戻ります。

MUTEボタン

マイク

点灯：マイクオフ
消灯：マイクオン
点滅：	マイクとすべての	

スピーカーをオフ

複数台のコントローラーを使う
コントローラーは4台まで同時に使えます。（PS）ボタンを押すと、1
から順に番号が割り当てられ、プレーヤーランプが点灯します。ランプ
の点灯している数で番号を判別できます。

ライトバー

プレーヤーランプ

（PS）ボタン

•	コントローラーをはじめて使うときは、ペアリングをしてください
（5ページ）。
•	PS4のゲームを遊ぶときは、プレーヤーランプとは別に、青色、赤色、緑
色、ピンク色の順に色が割り当てられ、ライトバーが点灯します。

コントローラーでPS5の電源を入れる
ペアリングが完了しているコントローラーの （PS）ボタンを押す
と、PS5の電源が入ります。
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電源を切る

	注意
電源コードのプラグは、電源ランプが消灯しているときにコンセントから抜
いてください。電源ランプが点灯または点滅しているときに抜くと、データ
の破損や消失、故障の原因となります。

レストモードにする
レストモードにすると、PS5を使っていないときに省電力で動作し続
けます。レストモード中はコントローラーを充電したり、システムソフト
ウェアを自動でアップデートしたり、ゲームやアプリを一時中断したま
まにできます。

機能によっては設定をオンにする必要があります。［設定］＞［システム］＞
［省電力］＞［レストモード中に使う機能］で設定できます。

コントロールセンターから ［電源］＞［レストモードにする］を選びま
す。画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、オレンジ色に点灯
します。
解除するときは、コントローラーの （PS）ボタンを押します。

電源を完全に切る
コントロールセンターから ［電源］＞［PS5の電源を切る］を選びま
す。画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、消灯します。

電源ランプの光りかた
白色に点灯 電源オン

オレンジ色に点灯 レストモード

消灯 電源オフ
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取扱説明書／サポート情報
セーフティーガイド
付属のセーフティーガイドでは、PS5を安全にお使いいただくための
ご注意や主な仕様を見られます。必ずはじめにお読みください。

ユーザーズガイド
PS5上で、各機能の使いかたや設定方法を見られます。
ホーム画面から ［設定］＞［ユーザーズガイド／健康のためのご注
意／その他の情報］＞［ユーザーズガイド］を選びます。

カスタマーサポートサイト
インターネット上で、修理に関するご案内やよくあるお問い合わせな
どを見られます。

playstation.com/help

" ",	"PlayStation",	" ",	"PS5"	および	"PS4"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、ソニーグループ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.

Wi-Fi®	is	a	registered	trademark	of	Wi-Fi	Alliance®.
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。また、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。
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