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この取扱説明書と対応ハードウェア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。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。

ご使用になる方の年齢について
PlayStation®VR2の対象年齢は12歳以上です。12歳未満のお子様にはVRヘッ
ドセットを使用させないでください。
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安全のために
この取扱説明書と対応ハードウェア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。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。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。

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。

無線通信機能を使うときは
•�本製品を医療機器に近づけない
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15�cm以上離して
ください。無線通信の電波が心臓ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれが
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。

磁石について
•�本製品は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや水頭症治療
用圧可変式シャントなどの医療機器に近づけない
本製品（付属品を含む）は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや水頭
症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本
製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。また、これらの
医療機器を使用している方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。

振動機能について
•�次の方は振動機能を使わない
�- 心臓ペースメーカーや除細動器、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機
器を装着されている方は、VRヘッドセットの振動機能を使わないでください。
�- 振動の刺激により悪化するおそれのある疾患または症状をお持ちの方は、VR
ヘッドセットの振動機能やPlayStation�VR2�Sense™コントローラーのバイブ
レーション（振動）機能、トリガーエフェクト機能を使わないでください。
機能のオン／オフはPS5のホーム画面の ［設定］>［周辺機器］で設定できます。

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。

図記号の意味

禁止

指示

健康のためのご注意

光の刺激によって引き起こされる発作について
•�次のような症状のある方は、事前に必ず医師に相談する
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。
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安全のために

こんなときはすぐに使用を中止する
•�次のような症状を感じたときは、すぐに使用を中止する
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。
�-「光の刺激によって引き起こされる発作について」の症状
�- 頭痛、めまい、吐き気、疲労感、視界のぼやけ、乗り物酔いに似た症状
�- 頭、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛み

•�疲れているときや体調がすぐれないとき、睡眠不足のときは使用しない
でください。
•�PS�VR2の映像に慣れるには時間がかかる場合があります。はじめは、
短い時間からの使用をおすすめします。
•�健康のため、定期的に充分な休憩を取ってください。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。
•�使用後に不快な症状がある場合は、充分な休憩を取ってください。

次のことにも注意する
•�VRヘッドセットやヘッドホン、ヘッドセットが肌に合わないときは、す
ぐに使用を中止する
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。

•�ヘッドホンおよびヘッドセットを使うときは音量に気を付ける
�- 大きな音で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与えることがあります。
�- はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めることがありま
す。

•�ヘッドホンおよびヘッドセットを使うときは、静電気に気をつける
空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、これはヘッ
ドホンおよびヘッドセットの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるもので
す。静電気の発生しにくい素材の衣服を身につけていただくことにより影響が軽
減されます。
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安全のために

製品全般についてのご注意

コントローラー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、カスタマーサポートに相談してくださ
い（ �23ページ）。
�- 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。

使用／移動／設置
•�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、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。

•�端子類にほこりや異物を付けたまま接続しない
火災や感電の原因となります。

•�ケーブル類を傷つけない
ケーブル類を取り扱うときは次のことを守ってください。注意事項を守らないと、
傷ついたり、変形したりして、火災や感電の原因となります。また、傷ついたと
きや変形したときは使わないでください。
�- 加工しない。加熱しない。
�- 熱器具に近づけない。
�- 壁や棚などの間に挟み込まない。
�- 物を載せたり、引っ張ったり、折り曲げたりするなど無理な力を加えない。
�- 本体を移動するときはケーブル類を取り外す。

•�置き場所に注意する
使用中や保管中、別の場所に運ぶときに、次のような場所に置かないでください。
火災や感電、けが、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、たばこの煙が多い場所
�- 熱器具の近くや直射日光の当たる場所、熱のこもる場所
�- ぐらついた台の上など不安定な場所

VRヘッドセットを使うときは
•�VRヘッドセットを装着すると周囲が見えなくなるため、次のことに気
を付ける
人、壁や家具、物などの障害物にぶつかったり、踏みつけたり、バランスを崩し
て転倒したりするなど、事故やけが、故障の原因となります。
�- 装着する前にプレイエリア内やその周辺に障害物がないか、床に凹凸がなく安
定しているか、人がいないかを確認し、充分なスペースを確保してください。
�- プレイエリア機能は実際の空間すべてを正確に識別できるものではないため、
プレイエリアを設定するときは壁や家具に近づけすぎないでください。
�- 使用中は遊んでいるスペースの安全確保に配慮してください。特に、小さなお
子様やペットがいる場合は立ち入らないように注意してください。
�- ルームスケールに対応していないコンテンツで遊ぶときは、動き回らないでくだ
さい（ �13ページ）。
�- VRヘッドセットケーブルが体に巻きついたときは、巻きつきを解消してからお使
いください。
�- 使用中は慎重に行動してください。頭や手、体を大きく動かす、速く動き回る
など、過剰な動作は避けてください。

•�シースルービューで周囲の様子を表示しているときは、ゆっくりと慎重
に行動する
シースルービューは視野が狭く、奥行きの感覚などが通常とは異なります。人、
壁や家具、物などの障害物にぶつかったり、バランスを崩して転倒したりするな
ど、事故やけが、故障の原因となります。周囲の状況をよく確かめて、ゆっくり
と慎重に行動してください。
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安全のために

コントローラーを使うときは
•�コントローラーを使うときは人や物にぶつからないように注意する
コントローラー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。コ
ントローラーを使うときは、次のことを守ってください。
�- 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。
�- USBケーブルを接続したまま使わないでください。
�- コントローラーに取り付けられたストラップに手を通し、手首に固定して使用し
てください。
�- コントローラーが手から投げ出されないように、しっかりと握り、激しく振らな
いでください。

次のことにも注意する
•�VRヘッドセットを振り回さない
けがや故障の原因となります。

•�物を載せる、投げる、落とす、踏みつけるなど、強い衝撃を与えない
けがや故障の原因となります。

•�床に放置しない
けがや故障の原因となります。

•�電源ランプが白色に点灯しているときは、VRヘッドセットケーブルを
PS5から取り外さない
故障の原因となります。VRヘッドセットケーブルは、電源ランプが赤色に点灯ま
たは消灯しているときに取り外してください。

•�小さなお子様の手の届かないところに置く
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VRヘッドセットやコント
ローラーが落ちたり、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。

•�不要になった本製品は廃棄方法に注意する
�- 本製品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。
�- コントローラーの廃棄については「PS�VR2を廃棄するときは」（ �21ページ）を
ご覧ください。
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1 VRヘッドセットをPlayStation®5に接続する。
USB�Type-C®端子�(SuperSpeed�USB�10Gbps)に接続してください。

USB�Type-C
端子

VRヘッドセットケーブル

はじめて使う
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は
じ
め
て
使
う

2 電源を入れる。
PS5™
PS5の （電源）ボタンを押します。

VRヘッドセット
VRヘッドセットの （電源）ボタンを押します。電源ランプが白色に点滅した
あと点灯します。

電源ランプ

（電源）ボタン

3 PS�VR2をセットアップする。
�セットアップに必要な機器を準備します。

�PS5に付属のDualSense™ワイヤレスコントローラーで操作を開始し、テ
レビに表示されている画面に従ってセットアップを完了してください。
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PS�VR2�Senseコントローラーを使う
1 コントローラーの （PS）ボタンを押して、コントローラーの電源を入れる。
ステータスランプが白色に点灯します。
点灯しないときは、コントローラーを充電してください。

2 コントローラーの左右を確認し、ストラップを手首に着ける。
ストラップホルダー部で右手用（R）と左手用（L）を確認できます。
ストラップに手を通し、手首をひねりながらストラップを引っ張って固定しま
す。

（PS）ボタン

ステータスランプ

3 コントローラーを握る。

遊ぶときは、USBケーブルを取り外してください。

ペアリングする
はじめてコントローラーを使うときは、PS5とコントローラーをペアリングします。
PS5の電源をオンにし、USBケーブルを使ってPS5とコントローラーを接続する
とペアリングが完了します。

充電する
PS5が電源オン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、コントローラーのステータスランプが白色
にゆっくり点滅し、充電が終わると消灯します。コントローラーはそれぞれ充電
が必要です。

レストモード中にコントローラーを充電するには、PS5のホーム画面で ［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。
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コントローラーの電源を切る
コントローラーの （PS）ボタンを押して、PS5のコントロールセンターを表示し
ます。 ［周辺機器］＞［PS�VR2�Senseコントローラー（L）］または［PS�VR2�
Senseコントローラー（R）］を選んで［電源を切る］を選ぶと、コントローラーの電
源が切れステータスランプが消灯します。

ストラップを取り付ける
付属のストラップが外れたときは、次の方法で取り付けてください。
図のように、コントローラーのストラップホルダーにストラップフックの凸部（1か
所）を合わせます。フックを矢印の方向にカチッとロックされるまで回します。

VRヘッドセットを外す
ヘッドバンドリリースボタンを押したまま、ヘッドバンドを後ろに引いて取り外し
ます。

•�VRヘッドセットを外すと、VRヘッドセットの画面が自動的に消えます。
•�VRヘッドセットの装着方法は、PS5のホーム画面の ［設定］＞［周辺機器］＞
［PlayStation�VR2］で確認できます。

ヘッドバンドリリースボタン

ヘッドバンド
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電源を切る
VRヘッドセットの （電源）ボタンを長押しします。電源ランプが白色に点滅した
あと赤色に点灯します。

PS�VR2について
PS�VR2はPS5に接続することで、PS�VR2に対応したPS5ゲームのバーチャルリ
アリティーを楽しめます（VRモード）。
また、動画サービスなどの映像コンテンツ、PS5ゲームやPS4®ゲームを仮想空
間内の大きな画面に映し出して楽しむこともできます（シネマティックモード）。シ
ネマティックモードでVRヘッドセットを装着しているときは、映像と音声がVRヘッ
ドセットだけに出力されます。

PS�VR2はPlayStation®4に対応していないため、PS4ゲームのバーチャルリアリ
ティー（VRモード）はプレイできません。

プレイエリアについて
•�VRヘッドセットを装着している間、安全にVR
モードをプレイするための範囲をプレイエリアと
呼びます。ゲームプレイ中にエリアの端に近づ
くと境界線が表示され、さらにエリアの外に出
るとゲームを一時停止して画面が切り替わり周
囲の様子が表示されます（シースルービュー）。
安全のため、ゲームプレイ中はプレイエリアか
ら出ないでください。
•�プレイエリアは、VRヘッドセットのトラッキング
カメラで部屋をスキャンして設定します。エリ
アの一部を広げたり、除外したりすることもで
きます。安全のため、プレイエリアは画面の指
示に従って設定し、注意事項を守ってプレイし
てください。
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PS�VR2について

姿勢や動作について
•�VRモードでプレイするときの姿勢や動作は３種類あります（VRプレイスタイ
ル）。ゲームやアプリを購入するときは、ゲームやアプリが対応しているVRプレ
イスタイルを確認してください。

�ルームスケール 動き回ってプレイする
2�m�×�2�m以上のプレイエリアが必要です。

�スタンディング 立ってプレイする

�シーテッド 座ってプレイする

•�シネマティックモードでは座って使用してください。シネマティックモード中はプ
レイエリアが機能しないため、エリアの外に出ても境界線やメッセージは表示
されません。

シースルービューについて
PS�VR2には、VRヘッドセットを装着したまま周囲の様子を確認できるシースルー
ビューが搭載されています。ゲームプレイ中にVRヘッドセットの� （ファンクショ
ン）ボタンを押すと表示が切り替わります。
また、次のときは自動的にシースルービューに切り替わります。
•�プレイエリアの設定をするとき
•�ゲームプレイ中にプレイエリアの外に出たとき

PS�VR2の設定をする
VRヘッドセットの設定
プレイエリアの設定や� （ファンクション）ボタンの割り当て変更などができます。
PS�VR2を使用するユーザーでログインして、PS5のホーム画面から ［設定］＞
［周辺機器］＞［PlayStation�VR2］を選び、設定してください。
この設定は、PS5にVRヘッドセットを接続して電源を入れているときだけ表示さ
れます。

お子様のための設定
保護者の方が必要に応じてお子様の利用を制限できます。PS5のホーム画面か
ら ［設定］＞［ファミリーとペアレンタルコントロール］を選び、お子様ごとに設
定してください。

設定について詳しくは、PS5のユーザーズガイドをご覧ください（ �23ページ）。
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各部のなまえ
VRヘッドセット
前面

A )�スコープ調整ボタン
B )�通風孔
C )�ヘッドバンド
D )�レンズ調整ダイヤル
E )� VRヘッドセットケーブル
F )�スコープ
G )�トラッキングカメラ

背面

A )�リアヘッドパッド
B )�ライトシールド
C )�フロントヘッドパッド
D )�装着センサー
E )�レンズ
F )�イヤーピースホルダー�
ヘッドホンを使わないときは、イヤーピースホルダーにイヤーピース部
分を挿入して邪魔にならないように収納できます。

G )�ヘッドバンド調整ダイヤル
H )�ヘッドバンドリリースボタン

A B C

D

E

F

G

A B
C

D

E

F

G

H
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各部のなまえ

底面

A )�ヘッドホン取り付け穴
B )�ステレオヘッドホン端子
C )� （電源）ボタン�
短押し：VRヘッドセットの電源オン�
長押し：VRヘッドセットの電源オフ

D )� （ファンクション）ボタン�
ボタンを押すと、周囲の様子を確認できるシースルービューに切り替わ
ります。ボタンの割り当てを変えてマイクを消音にすることもできます
（ �13ページ）。

E )�電源ランプ�
白色に点灯：VRヘッドセットの電源オン�
赤色に点灯：VRヘッドセットの電源オフ

F )�マイク

ステレオヘッドホン

A )�イヤーピース
B )�取り付けピン
C )�ステレオヘッドホンプラグ

付属のヘッドホンだけではなく、お持ちのステレオヘッドホンやステレオヘッドセッ
トでも3Dオーディオを楽しめます。ヘッドホン端子の付いたヘッドホンやヘッドセッ
トを使うときは、VRヘッドセットに接続してください。USBヘッドホンやヘッドセッ
トを使うときはPS5に接続してください。

A

B

C
D

E

F C B

A
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各部のなまえ

PS�VR2�Senseコントローラー
天面

A )� （クリエイト）ボタン
B )�左スティック／ L3ボタン
C )� ボタン
D )� ボタン
E )� ボタン
F )� ボタン
G )�右スティック／ R3ボタン
H )� （オプション）ボタン
I )� （PS）ボタン
J )�グリップ
K )�トラッキングリング
L )�ステータスランプ�
白色に点灯：電源オン�
白色にゆっくり点滅：レストモードで充電中�
消灯：電源オフ

側面

A )�ストラップホルダー／ストラップフック
B )� L2ボタン
C )� R2ボタン
D )� L1ボタン
E )� R1ボタン
F )� USB端子
G )�ストラップ

A

F

G

B C

D E

A B C D E

I

J

K

L

F G H
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使用上のご注意
分解や改造をしない
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許諾なく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。

VRヘッドセットの装着について
•�正しい装着状態で使用してください。
�- 装着方法は、PS5のホーム画面の ［設定］＞［周辺機器］＞［PlayStation�
VR2］で確認できます。
�- ヘッドバンド調整ダイヤルをしめ過ぎないでください。
�- VR ヘッドセットは眼鏡をかけたまま使用できます。スコープの位置を調整す
るときは、レンズと眼鏡がぶつからないように注意してください。

•�装着したあとも、定期的に装着感を確認してください。

結露が起きたときは
PS�VR2を寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、VRヘッドセットや
コントローラーの内部に露がつき（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、VRヘッドセットケーブルをPS5から取り外し、コントローラー
の電源を切って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に相談してください（ �23ページ）。

動作がおかしいときや操作ができないときは
VRヘッドセットの （電源）ボタンを7秒以上押したままにして強制終了したあ
と、電源を入れてください。それでも改善しない場合は、PS5を再起動してくだ
さい。

温度上昇のメッセージが表示されたときは
VRヘッドセットの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
さいだ状態で使ったりし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。VRヘッドセットの電源を切り、温度が下がるまでしばらく
放置してください。

VRヘッドセットの画面について
•�VRヘッドセットの装着センサーをふさがないようにしてください。装着センサー
をふさいだ状態だと、VRヘッドセットを外しても画面が自動的に消えません。
長時間同じ画像が表示されていると、画像が焼き付いて画面に跡が残ること
があります。
•�画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、点灯しない点や、常に
点灯する点が現れたり、色むらや明るさのむらが見えたりすることがあります。
故障ではありません。

トラッキングについて
PS�VR2は、VRヘッドセットのトラッキングカメラや、コントローラーのトラッキン
グリングに埋め込まれたトラッキング機構により頭や手の動きを感知します。VR
ヘッドセットのカメラやコントローラーのリングにシールを貼ったり、布や手で覆っ
たりしないでください。

コントローラーの取り扱い
•�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。
•�バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過したりする
につれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。また、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。
•�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。�
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ヘッドホンについて
ヘッドホンを取り外すときは、ヘッドホンプラグをまっすぐ引き抜いてください。

イヤーピースについて
お買い上げ時、ステレオヘッドホンに
はMサイズのイヤーピースが取り付け
られています。サイズが耳に合わない
と感じたときは、付属のSサイズやLサ
イズに交換してください。交換するとき
は、イヤーピースをねじりながら取り外
してください。イヤーピースを取り付け
るときは、使用中に外れないようにしっ
かり取り付けてください。

お手入れ
汚れが気になったらお手入れをしてください。お手入れをするときは、安全のた
めVRヘッドセットをPS5から取り外し、コントローラーの電源を切ってください。

本製品の表面が変質、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。

VRヘッドセットの表面やパッド、コントローラーの表面
乾いた柔らかい布でふいてください。

端子類
乾いた柔らかい布でふいてください。

ヘッドホンやヘッドセットの端子が汚れているときは、雑音や音切れの原因となる
ことがあります。

レンズ
レンズ専用の乾いた柔らかい布でふいてください。

•�ティッシュペーパーなどで強くふくとコーティングに傷がつくことがあります。
•�レンズに水滴や汚れが付いたまま放置すると、変質や劣化することがあります。
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お手入れ

ライトシールド
1 VRヘッドセットからライトシールドを取り外す。
ライトシールドの右または左端の根元を軽く引っ張りながら揺すり、VRヘッド
セットの突起から１つずつ順に取り外してください。

ライトシールドを取り外すときは無理に引っ張らないでください。破損の原因と
なります。

2 ライトシールドを水洗いする。

3 乾いた柔らかい布で水気をふき取り、風通しのよい場所でよく乾燥させる。

4 VRヘッドセットにライトシールドを取り付ける。
ライトシールドの穴にVRヘッドセットの突起（14か所）をはめ込んだあと、ライ
トシールドの鼻部にある凸部（1か所）をVRヘッドセットの凹みに押し込んでく
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。

イヤーピース
ステレオヘッドホンからイヤーピースを取り外し、うすめた中性洗剤で手洗いを
してください。柔らかい布で水気をふき取り、よく乾燥させてから取り付けてく
ださい。イヤーピースの取り外しかたについては、「イヤーピースについて」（ �
18ページ）をご覧ください。
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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。
本書に掲載されている操作説明は、PS5のシステムソフトウェアおよびPS�VR2の
デバイス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
トは実際のものと異なる場合があります。

PlayStation�VR2

画面 片目当たり�2000�×�2040

センサー 6軸検出システム
（3軸ジャイロ・3軸加速度）

カメラ トラッキングカメラ×4
（VRヘッドセット、コントローラートラッキング用）
IRカメラ×2
（視線トラッキング用）

入出力 USB�Type-C®端子

オーディオ 入力：内蔵マイク�
出力：ステレオヘッドホン端子

定格 12�V� �0�6�A

外形寸法 約212�×�158�×�278�mm
（幅×高さ×奥行き、最大突起部除く、ヘッドバンド長
さ最短）

質量 約560�g�(ケーブル含まず)

動作環境温度 5�℃～�35�℃

PlayStation�VR2�Senseコントローラー

定格 5�V� �700�mA

電池種類 内蔵型リチウムイオン充電池

電圧 3�7�V�

電池容量 520�mAh

質量 約168�g

動作環境温度 5�℃～ 35�℃

対応している映像入力信号について
最新情報は、次のWebサイトをご覧ください。

システムソフトウェアおよびデバイスソフトウェアについて
•�VRヘッドセットおよびPS�VR2�Senseコントローラーのデバイスソフトウェア
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://www�playstation�com/legal/ssla-ps-vr2をご覧ください。
•�PS5のシステムソフトウェアおよびVRヘッドセット、PS�VR2�Senseコントロー
ラーのデバイスソフトウェアは、常に最新のバージョンにアップデートしてお使
いください。

playstation�com/psvr2-video-input
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保証について
•�保証期間は新品のお買い上げ日より1年間です。
•�保証を受けるためには必要事項（ご購入日、店名、製品名）が記載された購入
証明書（レシート、納品書など）が必要です。大切に保管してください。
•�保証を含むアフターサービスの詳細については、アフターサービス規定／保証
規定（https://pscom�jp/support/warranty）をご確認ください。

PS�VR2を廃棄するときは
VRヘッドセットを廃棄するときは
VRヘッドセットは金属やプラスチックでできています。廃棄するときは、各自治
体の指示に従ってください。

コントローラーを廃棄するときは
� コントローラーを廃棄するときのご注意

� �コントローラーはリサイクルできるリチウムイオン電池を使用していま
す。

� �コントローラーを廃棄するとき、この電池の取り外しはお客様自身で
は行わず、カスタマーサポートに連絡してください。

� https://www�playstation�com/ja-jp/support/contact-us/
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安全規制情報
電波障害自主規制について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅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

機器認証について
コントローラーは、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、コントローラーを使用するときに無線局の免
許は必要ありません。
認証機器名は次のとおりです。
認証機器名：CFI-ZCVL1、CFI-ZCVR1
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。
•�コントローラーを分解／改造すること
•�コントローラーにある証明番号を消すこと

周波数について
コントローラーは2�4�GHz�(Bluetooth®)帯を使用しています。2�4�GHz帯は他
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。

使用上の注意
2�4�GHz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�� コントローラーを使用する前に、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、コントローラーと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合に
は、速やかにコントローラー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。

著作権／商標
“ ”、“PlayStation”、“PS5”�、“PS4”、“PlayStation�VR2�Sense”、“DualSense”�
および�“PlayStation�Shapes�Logo”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。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth�SIG,�Inc�が所有する登録
商標であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントはこれらのマー
クをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネーム
は、それぞれの所有者に帰属します。

USB-IF�SuperSpeed�USB�Trident�logo�is�a�registered�trademark�of�USB�
Implementers�Forum,�Inc�
USB�Type-C®�and�USB-C®�are�registered�trademarks�of�USB�
Implementers�Forum�

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。
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サポート情報
ユーザーズガイド
ユーザーズガイドでは、PS5の基本的な操作とヒントを紹介しています。PS�VR2
の詳しい機能や設定方法も確認できます。
PS5のホーム画面から ［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
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