
シンプルTVリモコン
型番 :AV‐R210NK 品番 :07‐7921

このたびは、AudioComm ttVリ モコンを
お買い上げいただき、

誠にありがとうございました。
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

い方を示しています。“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全に

こ使用ください"また、お読みになつた後も、こ使用時にいつでも見られ

るよう大切に保存してください。

肉徊肉◎
◎◎◎
◎O③
◎◎◎
◎◎◎
□精曲
日回〇日



動 作 距 離 :約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

電    源 :DC3∨ 単4形乾電池2個偶」売 )

電池維持期間 :約 1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します

外 形 寸 法 :幅79×長さ159刈享さ25 単位/mm
質    量 :約 105g(乾電池除く)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめこ

了承ください。

・必ずメーカーコード設定を行つてください。メーカーコード設定をしない

と操作できません。

・パソコン用モニター (テレビチューナー付き含む)には対応していません。

こ使用の機器によつては、一部の機能が動作しない場合もあります。

1機器の添付リモコンにない機能 (オフタイマーなど)は操作できません。

2数字ボタンで選局できない機器はチヤンネルボタン (十/―)で選局し

てください。

3テレビの添付リモコンで電源ボタンがONと OFFで別々になつている

ものは、本機の電源ボタンでは操作できません。

4メーカーコードー覧表の適応範囲内であつても、各メーカーのリモコン

切換時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できませ

ん。

機器側の受光部について

テレビなどの受光部表面力ヽまこりで汚れているとリモコン信号の動作距離

が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。

テレビなどの受光部で受信感度が低くなつているものもあります。この場

合はリモコン信号の動作距離が短くなります。



電気製品は間違つた使い方をすると火災や感電による人身事故につなが

る可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書を

よくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り

扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによつて 3段階に表示して

います。

△ 危険

△警告凛臨鰍ぽ淵糠繁
人が殖ま周ま重

△注意瀬藝豫茫ジ
鰤饉鯛脇器薫

この表示を無視して、誤bだ取扱をすると、火災、感電、破裂な
Jこより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内

容です。

△ 警告

⑪
分解禁止

●本体を分解、改造しないでください。

火災 感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

⑬
瓢

●幼児やペットなどに誤つて触らせないでください。

火災 感電 大けがの原因となります。

Θ
水力Чナ禁止

●水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しないでください。

火災 感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

⑬
禁止

●内部に異物を入れないでください。

火災 感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

△ 注意

③
瓢

●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、

不安定な所に置かないでください。

落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損 故障の

原因となります。

③
瓢

●暖房器具や調理器具の近くなど、

油・蒸気・熱のあたる場所に置かないでください。

火災 感電の原因となります。また、本機の破損・故障の原因とな

ります。

⑬
瓢

●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、

ほこりの多い場所に放置しないでください。

本機の故障の原因となります。

③
祉

●本機をシンナーやベンジンなどで拭かないでください。

変形 変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りく

ださい。

△
酷

●大中への投入、加熱、分解を
しない

●シ∃―卜させない

●新しい電池と使用した電

池、種類の異なる電池(マン

ガンとアルカリ)を混ぜて

使わない

△
瀬

●+一の表示通りに入れる

●指定以外の乾電池を入れ

ない

●使い切つた乾電池はすぐに

取り出す

●しばらく使わない時は乾電

池を取り外しておく

●万一液もれしたら、液をよく拭き取つてください。また、液が皮膚や衣類に付

着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。

●万一、もれた液が目に入つた時は、失明の原因となるので、目をこすらず、

すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談して

ください。

●使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合に

はそれに従つて廃棄してください。



信号送信部

表 面

画面表示
切換ボタン

数字ボタン

チャンネルボタン
(十/― )

放送切換
ボタン

入力切換
ボタン 送信ランプ

電源ボタン

電池ぶた

音量ボタン
(+/― )

消音ボタン
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◎
◎
◎
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◎
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Ｏ
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本体裏面にある電池ぶたのツメを引き

上げ、電池ぶたを外します。
2憲能福楯凧劣醍銀27扇ミ筆凩

るほうが○側です)。

3仄
霧 l尾写 lチ

ンと音がするまで元通

単4形乾電池
2本偶J売)



初めてお使しヽこなる時は、必ずメーカーコードを設定してください。メーカーコードを設定しないとリモコン操作はできません。

電源ボタンを押しながら、こ使用機器に対応したメーカーコード

(3桁の数字)を、数字ボタンを押して入力します。
※メーカーコードは下のメーカーコードー覧表をこ参照ください。

※3桁目のボタンを押すと、LEDランプが消灯します。

「
―
―

入力のヒント 例えばソニ…製の地上デジタルテレビの場合

メーカーコードー覧表

一５“辟
と順に押します。

“0"を入力する場合は
“10"のボタンを押す

2 電源ボタンからま旨を離します。

正しく設定できたか確認するため、本機でテレビの電源の入切、

チャンネルの切換をしてみてください。

入力のヒント

同じメーカーでも機種によつてメ…カーコードが異なります。うまく設

定できない場合は、メーカーコードー覧表にある違う番号を設定して

みてください。

例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、201で設定を行つてもう

まく操作ができない時は、202、 212とコードを変えて設定を行つてく

ださい。

メ…カーコー ドー覧表

ソニー

パナソニック(松下)

東芝

日立

三菱

ビクター (」VC)

シャープ

サンヨー

アイワ

バイオニア

NEC

DAEW00

オリオン

byd:sign

AudioComm

201・ 202・ 212

203・ 213

204・ 205・ 214。 222

209。 215

206。 220

207。 216・ 219

208。 217

210。 218

211・ 221

224

223

001・ 057・ 059・ 058・ 079

044・ 039・ 002・ 045・ 046

022・ 023

024・ 032・ 008・ 043・ 025

033・ 061・ 009・ 038・ 053

047・ 012・ 062・ 076

035・ 034・ 040

017・ 018・ 019・ 020

029・ 030・ 031

015・ 016・ 009・ 021

054・ 055・ 0¬ 1

084

075

127・ 128・ 129。 130

117・ 118・ 119・ 120・ 121。 122。 123

131・ 132・ 133

109。 1可 0。 111・ 112

113

134

126

124・ 125

101・ 102・ 103・ 104・ 105

114・ 115。 116

135。 136

138。 139。 140

※一部の機種によつては、操作できないもの、あるしヽま一部のボタンが使えない場合があります。
※本機はテレビ専用です。コンピュータ用モニタ (テレビチューナー内蔵型)、 スカイパーフェクT∨ !チューナー内蔵テレビ、D∨ Dや HDDを搭載した A∨ 複合機器、プロジエクターなどに
は対応しておりません。

※アイワ社製品について :上記アイワ社のコードで動作しない場合、ソニー社のコードにてお試しください。



一部の機種 メーカーを除いてテレビに付属するリモコンと基本的に同じです。お手持ちのテレビの取扱説明書もあわせてこ確認ください。

:∩∩ ∩◎◎◎

◎◎◎

目面

表示

チャンネルや番組名を表示。

機種により異なりますが、

見ているチャンネルや番組名を

表示します。
※もう―度押すと表示が消えます。

チャンネルボタン (+)
チャンネルを順に送る

電源ボタンを押すと電源が入る。
※もう一度押すと、電源が切れます。

見たいチャンネルのボタンを押す。

※左下のチャンネルボタン (+/一)でも選べます。

喜々奢臭¥〔与乞1喜 蒼々宗¥(j乞
※消音ボタンを押すと音が消えます。チャンネルボタン (― )

チャンネルを逆順で送る

放送を切換えるには?>>>放送切換ボタンを数回押して、見たい放送を選んでください。

押すたびに、地上アナログ→地上デジタル→BS→ CSと切換わります (機種により異なります)。

例えば地上デジタル放送からBS放送へ切換える時は…

放送切換ボタンを数回押して BS放送を表示させ、見たいチャンネル番号を押してください。

入力のヒント お手持ちのテレビや視聴契約の内容によって受信できる放送は異なります。

お手持ちのテレビのタイプや有料  ●アナログBSチャンネルの例     ●BSデジタルチャンネルの例

CS放送の視聴契約状況によつて、

受信できる放送局は異なります。テ

レビ付属の取扱説明書や契約状況

をこ確認ください。

5  11VOWOW
7 NHK衛 星第 1

1l NHK衛 星第2

5  BS朝 日1(WOWOW)
フ  BSジャノくン

9  VVO1/VOllV

ll  BSllデジタル

押すたびに、テレビ→ビデオ 1→ビデオ 2のように切換わりますので必要に応じて切換えてください (機種により異なります)。

※テレビに外部機器が適切に接続されていない場合、画面に入カソースが表示されても選択できないことがあります。

テレビの入力を切換えるには?>>>入 力切換ボタンを数回押して、入カソースを選んでください。

電池が消耗していませんか? リモコンの信号送信部、テレビの信号受信部に汚ね等はありませんか?

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をこ確認ください。

メーカーコードは正しく設定されていますか?

同じメーカーでも複数のコードがある場合は、他の番号で設定し直してみて

ください。

電池が消耗するとリモコンの動作距離が短くなつたり、反応が鈍くなったりし

ます。早めに新しい乾電池と交換してください。

リモコンの設定が変わつていませんか?

誤操作により設定が変わつてしまうことがあります。もう一度メーカーコード

を確認し、設定し直してみてください。

リモコンの使用可能範囲内ですか?

本機はこ使用になるテレビから7m以内の距離で操作してください。また、テ

レビの信号受信部と本機の間に障害物がある場合は、取り除いてください。

本機の信号送信部やテレビの信号受信部に汚れ等があると操作できない

場合があります。汚れが付着している時は、雑巾等で汚れを拭き取つてくだ

さい。

※各操作方法は、こ使用の機器に準じます。詳しい操作方法はお手持ちの

テレビの取扱説明書をこ覧ください。



1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従つた使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料

修理いたします。

2保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(□ )お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(八 )火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷

(二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ)本書のこ提示がない場合

(へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた

場合 (但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)

(卜)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ)一般家庭用以外(例 :業務用、または業務用に準する使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3こ贈答、こ転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をこ依頼になれない場合は、弊社修理

こ相談センターにお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warantyis vand Only in」 apan.

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商 品 名 シンプルTVリモコン ★お買上げ日:    年  月  日

型  番 AV…R210NK I品  番 107…7921 保証期間 :本体1年間 (お買上げの日から)

お

客

様

★お名前 様

★ご住所 〒    ―

電話    (     )

修理メモ

販

売

店

★住所 店名 電話

①

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもと
  ◎ 開眠、 株式会社 オーム電機

において無料修理をお約束するものです。
〒 342‐ 8502埼玉県吉川市旭 3-8※この保証書によつて保証書を発行している者 (保

証責任者)、 及びそれ以外の事業者に対するお客様   http://www.ohm― electric.co.jp

の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてこ不明の場合は、

お買上げの販売店または弊社修理●椙談センター

にお問い合わせください。

※お客様にこ記入いただいた保証書の内容は、保証

期間内のサービス活動及びその後の安全点検活

動のために記載内容を利用させていただく場合

がありますので、こ了承ください。

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●フリーダイヤル (無 料)●携帯電話 公衆電話からは

0120…963-006 048‐ 992-2735
話

付

電

亭
平日 9:00～ 17:30 土曜 9:00～ 17100

日曜・祝日及び年末年始は除きます

に関するこ

罫104■Y輸翼黒見:凛躍 7:00

07‐7921A


