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取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございま
す。

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

事故になることがあります。
この取扱説明書には、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。
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。
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電池の入れかた
使用する前にリモコンに電池を入れてく
ださい。

 

本機では以下の電池をお使いいただけ
ます。電池の種類については、電池本
体上の表示をご確認ください。

乾電池
単4 形アルカリ（推奨）、単4 形マンガン

登録方法
音声検索機能をご利用いただくにはテレ
ビへの登録が必要です。
音声検索以外の機能は電池を入れるだけ
で利用できます。

 リモコンのホームボタンを押し、
（上下左右）ボタンで

（設定）を選び、 （決定）ボタンを押
す。

決定

 ［全般設定］－［リモコンとアクセサ
リ］を選び、 （決定）ボタンを押す。

 ［リモコン］－［Bluetoothで接続す
る］を選び、 （決定）ボタンを押す。
• 画面に「新しいリモコンを接続しま

すか？」と表示されたら［新しいリモ
コンを接続する］を選び、 （決定）
ボタンを押してください。

• テレビソフトウェアによっては
「Bluetooth機能を有効にします
か？」と表示される場合があります。
その場合は［はい］を選び、 （決定）
ボタンを押してください。

 音量－(マイナス)ボタンを押しなが
ら、 Google アシスタントボタンを
3秒以上長押しする。

      （ Google アシ
スタント）ボタン

音量        
（マイナス）

ボタン

画面に「新しいリモコンを接続しまし
た」と表示されたら登録は完了です。
登録が完了したら、本リモコンの音声
検索機能の操作ができるようになり
ます。

ヒント
お使いのテレビによっては、 （設
定）を選び、［音声検索機能付きリモ
コン設定］－［マイクボタンを有効に
する］を選択する場合もあります。

ソフトウェアアップ
デート

リモコンの登録完了後、テレビ画面の右上
に下の表示がされる場合があります。リ
モコンの最新のソフトウェアが検出され
たことを伝えるメッセージなので、［今す
ぐ更新］を選び、 （決定）ボタンを押して
ください。

下のメッセージが表示されたら、更新は完
了です。

困ったときは
リモコンでテレビを操作できない。
• 電池切れの可能性があります。リモコ

ンの電池を交換してください。電池の
＋／－を正しい向きに合わせて、－極側
から電池を入れてください。

音声検索機能が使えない。
• リモコンの電池を交換してください。
• ホームボタンを押して、 （設定）－
［Bluetooth設定］（または［リモコンとア
クセサリ］－［Bluetooth設定］）で

［Bluetooth］を一度無効にしてから有効
に設定してください。

主な仕様
使用温度範囲 -10 ℃ ～ 40 ℃
電源 単4形乾電池2本
最大外形寸法 約240×45×22 mm
質量 約151 g（電池含む）
同梱物 リモートコマンダー（1）

取扱説明書・保証書（1）

Inserting 
batteries into the 
remote control

Ensure batteries are inserted 
before using.

 

The following batteries can be 
used with this remote control. 
For the types of battery, check 
the instruction on the battery.

Battery
Alkaline AAA size battery 
(recommended), manganesium 
AAA size battery

Registration
Registering the remote control to 
the TV is required to use the voice 
search function. Functions other 
than the voice search are available 
by inserting batteries into the 
remote control.

 Press the HOME button, 
select  (Settings) using the 

 (Up/Down/Left/
Right) buttons, then press 
the  (Enter) button.

Enter

 Select [General Settings]
– [Remotes & Accessories], 
then press the  (Enter)
button.

 Select [Remote control]
– [Connect via Bluetooth], 
then press the  (Enter)
button.
• When “Are you sure you 

want to connect a new 
remote control?” is 
displayed on the screen, 
select [Connect a new 
remote], then press the 
(Enter) button.

• “Enable Bluetooth function” 
may be displayed 
depending on the TV 
software. In that case, select 
[Yes], then press the 
(Enter) button.

 Hold down the VOL-(minus)
button and press the 
Google Assistant button for 
3 seconds or longer.

Assistant)
button   

VOL       
(minus) 
button

( Google

Registration is complete when 
“The new remote has been 
connected” is displayed on 
the screen.
The voice search function 
becomes available after 
registration is complete.

Hint
Depending on your TV, you 
may need to select  
(Settings), then select [Voice 
Remote Control] - [Active 
Microphone button].

Software update
After remote control registration, 
the following screen may be 
displayed at the right top of the 
TV screen. This message indicates 
that the latest software for the 
remote control is detected. Select 
[Update now] and press the  
(Enter) button.

The update is complete when the 
following screen is displayed.

Troubleshooting
The remote control does not 
function
• Batteries may be depleted. 

Replace the batteries of the 
remote control. Check the 
+/- direction of batteries and 
insert the – end first.

Unable to use the voice search 
function
• Replace the batteries of the 

remote control.
• Press the HOME button, select 

 (Settings) – [Bluetooth 
settings] (or [Remotes & 
Accessories] – [Bluetooth 
settings] ) to disable [Bluetooth] 
and then enable it again.

Specifications
Operating temperature 

-10 °C to 40 °C
Power requirements 

AAA size battery (2)
Dimensions (Approx.) 

240×45×22 mm
Mass (Approx.) 

151 g (including 
batteries)

Supplied accessories  
Remote 
Commander (1)
Instructions  
Manual /Warranty 
card (1)

Licensing 
Information

• Google is a trademark of Google 
LLC.



 安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されて
います。しかし、電気製品はすべて、まちがっ
た使いかたをすると、火災や感電などにより
人身事故にな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お守りください。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」をよくお読みください。

定期的に点検する
1 年に1 度は、破損していないか、電池が液漏
れしていないか、などを点検してください。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、破損しているのに
気づいたら、すぐにお買い上げ店またはブラ
ビア法人サポートデスクに修理をご依頼くだ
さい。

万一、異常が起きたら
変な音・においがしたり、煙が出たら、お買い
上げ店またはブラビア法人サポートデスクに
修理をご依頼ください。

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
してから本文をお読みください。

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人身事
故の原因となります。

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
家財に損害を与えたりすることがありま
す。

注意を促す記号

行為を禁止する
記号

幼児やペットなどに誤って触らせない
幼児やペットが誤って操作すると、火災や大
けがなどの原因となります。
使用後は、幼児やペットが誤って触らないよ
う、手の届かないところに置いてください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となるこ
とがあります。万一、水や異物が入ったときは、
リモコンから電池を抜いて、お買い上げ店ま
たはブラビア法人サポートデスクにご相談く
ださい。

内部を開けない
感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはブ
ラビア法人サポートデスクにご相談ください。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置く
と、製品が落ちてけがの原因となることがあ
ります。また、置き場所の強度も充分に確認
してください。

高温の場所や、湿気の多い場所で使用・保管・
放置しない
火のそばや直射日光のあたるところ・暖房器
具の近くや炎天下の車中などに置くと、変形
したり、火災の原因となることがあります。

電池についての安全上の
ご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火・誤
飲による大けがや失明を避ける
ため、下記の注意事項を必ずお
守りください。

電池が液漏れし
たとき

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわ
らない
液が本体内部に残ることがあるため、ブラ
ビア法人サポートデスクにご相談くださ
い。
液が目に入ったときは、失明の原因になる
ことがあるので目をこすらず、すぐに水道
水などのきれいな水で充分洗い、ただちに
医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどや
けがの原因になるので、すぐにきれいな水
で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があ
るときには医師に相談してください。

• 小さい電池は飲みこむおそれがあるので、
乳幼児やペットの手の届くところに置かな
い。万が一飲みこんだ場合は、窒息や胃など
への障害の原因になるので、直ちに医師に相
談する。

• 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れ
る。

• 充電しない。
• 火の中に入れない。分解、加熱しない。ショー

トさせない。
• コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一

緒に携帯・保管しない。
• 液漏れした電池は使わない。
• 使いきった電池は取りはずす。長時間使用

しないときも取りはずす。
• 新しい電池と使用した電池、種類の違う電

池を混ぜて使わない。

• 指定された種類以外の電池は使用しない。
• 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則

に従ってください。
• もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電

池入れの液をよく拭き取ってから、新しい電
池を入れてください。万一、液が身体につい
たときは、水でよく洗い流してください。

無線の周波数について
本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの
産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラ
インなどで使用されている移動体識別用の構
内無線局（免許を要する無線局）および特定小
電力無線局（免許を要しない無線局）ならびに
アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運
用されています。

1 本機を使用する前に、近くで移動体識別用
の構内無線局および特定小電力無線局な
らびにアマチュア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、本機から移動体識別用の構内無線局
に対して有害な電波干渉の事例が発生し
た場合には、速やかに使用周波数を変更す
るか、または電波の発射を停止した上、本
紙に記載のブラビア法人サポートデスク
にお問い合わせいただき、混信回避のため
の処理など（たとえばパーティションの設
置など）についてご相談ください。

3 その他、本機から移動体識別用の特定小電
力無線局あるいはアマチュア無線局に対
して、有害な電波干渉の事例が発生した場
合など何かお困りのことが起きたときは、
本紙に記載のブラビア法人サポートデス
クにお問い合わせください。

この無線機器は2.4 
GHz帯を使用します。
変調方式としてその他
の方式を採用し、与干渉
距離は40 mです。

電波法に基づく認証について
本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電
力データ通信の無線設備として認証を受けて
います。証明表示は無線設備上に表示されて
います。
従って、本製品を使用するときに無線局の免
許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律で罰せられ
ることがあります。使用上の注意に反した機
器の利用に起因して電波法に抵触する問題が
発生した場合、弊社ではこれによって生じた
あらゆる損害に対する責任を負いかねます。
• 本機内蔵の無線装置を分解／改造すること。
• 本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラ

ベルを剥がすこと。

保証書とアフターサービス
保証書について
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめ

のうえ、大切に保存してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときは
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調
べください。

それでも具合が悪いときは
ブラビア法人サポートデスクまたはお買い上
げ店にご相談ください。ご相談になるときは、
次のことをお知らせください。
• 型名：RMF-TB421J
• ご相談内容：できるだけ詳しく
• お買い上げ年月日

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていた
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要
望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではリモートコマンダーの補修用性能部
品（製品の機能を維持するために必要な部品）
を、製造打ち切り後6年間保有しています。
ただし、故障の状況その他の事情により、修理
に代えて製品交換をする場合がありますので
ご了承ください。

その他
商標
• Google は Google LLC の商標です。

記載内容に関する注意事項
• 本書で使われている画面デザイン、メニュー

構成などの仕様は、ソフトウェアの更新に
よって予告なく変更することがあります。

• リモコンのボタン名がテレビ画面上の表記
とは一部異なる場合があります。




