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取扱説明書
リモートコントローラー

品番 DY-RM10

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありが
とうございます。
≥取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
≥ご使用前に ｢安全上のご注意｣ ( 裏面 )を必ずお読みください。
≥保証書は ｢お買い上げ日・販売店名｣などの記入を確かめ、取扱説明書
とともに大切に保管してください。

パナソニック株式会社 　AVC ネットワークス社
ネットワーク事業グループ
〒571-8504
大阪府門真市松生町１番15号
C Panasonic Corporation 2010

保証書付き

≥ご使用のレコーダーの受信部に向けてまっすぐ操作してください。
（受信範囲はレコーダーの取扱説明書でご覧ください）

各部のはたらき

予約を登録する/
予約を確認する

レコーダーの電源
を切/入する

録画一覧/
ディスクメニュー

を表示する

録画や再生時の
基本操作

選択および決定する

前の画面に戻る放送を切り換える

番組や予約を
消去する

ブルーレイディスクに
ダビングする

ＨＤＤに録画する

≥+-を確認してください。
≥電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。

電池の入れかた





単3形乾電池（付属）

リモコン操作で、他機器が同時に動作するのを防ぐため、レコーダーは複
数のリモコンモードから選んで設定することができます。このリモコンか
ら操作できない（レコーダーの表示窓に“U30”と表示される）場合、レ
コーダーのリモコンモードに合わせてください。

レコーダーの表示窓の表示に合わせて以下のボタンを
押しながら、 を3秒以上押したままにする

≥レコーダーの表示窓の表示が、リモコンモードを表しています。

≥リモコン下部にある“IR6”の表示はリモコンモード1～6に対応してい
ることを表しています。

リモコンモードの設定

レコーダーの表示窓
の表示 リモコンモード ボタン

U30 1 1 [6早戻し ]
U30 2 2 [1再生 ]
U30 3 3 [5早送り ]
U30 4 4 [ ■停止 ]
U30 5 5 [ 録画一覧 ]
U30 6 6 [ 予約 /確認 ]

例）
本体表示窓

決定

故障かな !?

こんなときは ここを確認してください

レコーダーの表示窓
に“U30”と表示さ
れる

≥このリモコンとレコーダーのリモコンモード
が異なっています。設定を変更してください。
（下記）
電池を交換すると、リモコンモードを合わせ
直す必要がある場合があります。

レコーダーの操作が
できない

≥レコーダーのリモコン設定を無線方式でお使
いの場合、このリモコンで操作することはで
きません。レコーダーのリモコン設定を赤外
線方式に変更してください。
≥レコーダーのリモコン受信部に向けて操作し
ていますか。また、受信部に直射日光やイン
バーター蛍光灯の強い光が当たると受信でき
なくなる場合があります。
≥レコーダーとの間に障害物（ラックなどの色
つきガラスも含む）などがありませんか。

登録した予約番組や
録画した番組が表示
されない

≥レコーダーに付属のリモコンから予約を登録・
修正した番組は、このリモコンから表示する
ことはできません。

録画一覧の残量表示
と使用した量が違う

≥録画一覧の残量は、登録されている予約がす
べて実行された場合の残量を表しています。

予約ができない ≥視聴制限のある番組は、このリモコンから予
約することはできません。レコーダーに付属
のリモコンから予約してください。詳しくは
レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

乾いた柔らかい布でふいてください。
≥汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、
そのあと、乾いた布でふいてください。
≥ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケース
が変質したり、塗装がはげる恐れがありますので使用しないでください。
≥化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

お手入れ

仕様

使用電源 DC 3 V ( 単 3形乾電池2本 )

動作範囲 約7 m （受信部正面方向）

電池持続時間 約1年 （使用頻度により変わります）

寸法 48 mm（幅）×138 mm（長さ）×
26.7 mm（厚さ）

質量 約95 g （乾電池を含む）
約59 g （乾電池を除く）

until 
2010/9/1

● 対応機種（2010年6月現在）…
DMR-BWT3100/BWT2100/BWT1100/
BW890/BW690/BR590
その他の機種についてはそれぞれの機器のカタロ
グ、取扱説明書でご確認ください。

● このリモコンの操作方法については…
別冊のシンプルリモコン操作ガイドをご覧ください。

● このリモコンで操作できない機能については…
このリモコンでは、レコーダーのかんたん設置設
定などを操作することはできません。レコーダー
に付属のリモコン（フルリモコン）で操作してく
ださい。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧
ください。

付属品

単3形乾電池（動作確認用）...................................... 2 本
（電池持続時間が短い場合があります）
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修理・使いかた・お手入れなどは…
■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…
この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、お買い上げ日と下
記の内容をご連絡ください。

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせ
ていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参
ください。
保証期間 ： お買い上げ日から本体 1 年間

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させ
ていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

 

当社は、このリモートコントローラーの補修用性能部品（製品の機能
を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
● 修理に関するご相談は…

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

※ ご使用の回線（ＩＰ電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時
に数分で切れる場合があります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

販売店名
電　話 （　　　　　）　　　　　　ー
お買い上げ日 年　　　月　　　日

● 製品名 リモートコントローラー

● 品　番 DY-RM10

● 故障の状況 できるだけ具体的に

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 6年

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは
ホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】
パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当
社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や
修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内
容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。ま
た、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただ
いておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切
に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い
合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく
ことを説明しています。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生
するおそれがある内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し 
   て、説明しています。

● 液が目に入ったときは、失明のおそれがありま
す。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗った
あと、医師にご相談ください。

● 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症や
けがの原因になるので、きれいな水で十分に洗
い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す

● 指定以外の電池を使わない
● 乾電池は充電しない
● 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入
れたりしない

● 　　と　 を針金などで接続しない
● 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょ
に保管しない

● 　　と　 を逆に入れない
● 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
● 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを
起こし、火災や周囲汚損の原因になります。
● 電池には安全のため被覆をかぶせています。こ
れをはがすとショートの原因になりますので、絶
対にはがさないでください。

電池は誤った使いかたをしない

電池の液がもれたときは、素手でさわらない

そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、
発熱・破裂の原因になります。

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災
の原因になります。
● 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解、改造をしない

分解禁止

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲
汚損の原因になることがあります。

長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
　（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることが
あります。
● 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特
にご注意ください。

● また、外装ケースや内部部品が劣化する原因に
もなりますのでご注意ください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多
いところに置かない

異常に温度が高くなるところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災の原因に
なることがあります。
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