
注意
してい しゅるい でんち しよう

指定された種類の電池（CR2032）を使用する
でんち プラス マイナス む

電池のプラス（＋）とマイナス（ー）の向きを
ただ い

正しく入れる
でんち つか き ちょうじかん しよう

電池を使い切ったときや、長時間使用しないと
と だ

きは、取り出しておく
でんち はいき かく じちたい しじ したが

電池を廃棄するときは、各自治体の指示に従う
ちょくしゃにっこう こうおん こうしつ ばしょ さ ほかん

直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する

きゃくさま

お客様へ
せいひん ほんとりあつかいせつめいしょ きさい

この製品は本取扱説明書に記載されている
しようほうほう したが しよう せいひんほんたい

使用方法に従って使用してください。製品本体
ぶんかい ないぶかいせき かいぞうなど おこな

を分解したり、内部解析・改造等を行うこと、
せいひんほんたい ないぶ など ふく

および製品本体内部のチップ等に含まれるプロ
などちょさくぶつ むだん りよう かいせき

グラム等著作物を無断で利用もしくは解析する
きんし

ことを禁止します。
じょうき りょうかい しよう

上記につきご了解いただき、ご使用ください。

でんちけいこくひょうじ

電池警告表示

でんち

電池ブタネジ

でんち

電池ブタ

でんちこうかん

 電池交換について
でんち しょうもう えきしょう がめん

電池が消耗すると、液晶画面の
みぎうえ でんち けいこくひょうじ

右上に「  」（電池警告表示）が
ひょうじ おと で

表示され音が出なくなることが
あたら

あります。新しいリチウム コイン
でんち こうかん

電池と交換してください。
でんち こうかん ほごしゃ かた おこな

電池の交換は、保護者の方が行ってください。

でんちこうかん

電池交換のしかた

1
せいみつ ばん プラス

精密ドライバー（0番、＋）
つか でんち

を使って、電池ブタ

ネジをはずす。

2
でんち あ あたら でんち こうかん

電池ブタを開けて、新しい電池と交換する。
でんち

リチウム コイン電池
つか

CR2032をお使いください。
でんち きょくせい プラス マイナス

電池の極性（＋, －）にご
ちゅうい

注意ください。

3
でんち と し

電池ブタを閉じて、ネジを締める。
つよ し ちゅうい

ネジは強く締めすぎないようにご注意ください。

ちゅうい

Â ご注意
•

でんち こうかん ほんき きろく

電池を交換しても、本機に記録されたデータは
き でんちこうかんご かなら

消えません。電池交換後は、必ずリセットボタ
お

ンを押してください。

•
でんち でんち

電池ブタ・電池ブタネジをなくさないようにご
ちゅうい

注意ください。

おも しよう

  主な仕様
でんげん

電源
でんち こ しよう

リチウム コイン電池 CR2032 1個使用
でんげん はい プレイステーション ほんたい

（なお、電源の入っている"PlayStation" 本体に
せつぞく プレイステーション ほんたい

接続しているときは、"PlayStation" 本体から
でんげん きょうきゅう

電源が供給されます）
さいだいがいけいすんぽう

最大外形寸法
やく はば たか おくゆ

約42 x 14.8 x 65 mm（幅/高さ/奥行き）
さいだいとっきぶ ふく

最大突起部含む
しつりょう

質量
やく でんち こ ふく

約32 g（リチウム コイン電池 CR2032 1個含む）
どうさかんきょうおんど

動作環境温度
5 ℃～35 ℃

にゅうしゅつりょく

入出力
せきがいせんそし エルイーディー

スピーカー（1）、赤外線素子（1）、LED（1）、
えきしょう

モノクロ、32 x 32ドット液晶（1）、
そうさ

操作ボタン（5）、リセットボタン（1）
でんちじぞくじかん

電池持続時間
とけいがめん しよう じ やく かげつ

時計画面でのみご使用時 約1ヵ月
でんち

（ソニーリチウム コイン電池 CR2032）
でんちじぞくじかん こと

電池持続時間は、ソフトによって異なります。
とけいせいど

時計精度
げっさ やく ぷん じょうおん

月差 約±1分（常温）
ふぞくひん

付属品
でんち

ソニーリチウム コイン電池 CR2032
ほんたいない く こ

（本体内組み込み、1）
ハンドストラップ（1）
とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書（1）
べつ う ひん

別売り品
ロングストラップ SCPH-4020
ハンドストラップ SCPH-4030

しよう がいかん かいりょう よこく へんこう

仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること
りょうしょう

がありますが、ご了承ください。

こしょう おも

故障かな？と思ったら
えきしょうがめん きのう

液晶画面、スピーカー、またはLEDが機能しな
など いじょう どうさ ばあい

くなる等、異常な動作をする場合は、リセット
お なお

ボタンを押してください。それでも直らないと
あたら でんち こうかん

きは、新しいリチウム コイン電池と交換してく
でんちこうかん てじゅん でんち こうかん

ださい。（電池交換の手順は「電池交換につい
らん

て」をご覧ください。）

しようじょう ちゅうい

使用上のご注意
しっけ おお ばしょ ゆえん ゆげ

湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあ
ばしょ お

たる場所には置かない
じょうき ばしょ お こしょう げんいん

上記のような場所に置くと故障の原因となります。
みず いぶつ なか い

水にぬらしたり、異物を中に入れない
みず いぶつ はい こしょう げんいん まんいち

水や異物が入ると故障の原因となります。万一、
みず いぶつ はい でんち と だ

水や異物が入ったときは、すぐに電池を取り出し

てください。
ちょくしゃにっこう あ ばしょ ねつきぐ ちか お

直射日光の当たる場所や、熱器具の近くに置

かない
ほんたい ぶひん わる えいきょう あた

本体や部品に悪い影響を与えます。5℃～35℃の
はんい しよう

範囲でご使用ください。
いじょう こうおん ばしょ お

異常に高温な場所に置かない
まど し き じどうしゃない とく かき ほうち

窓を閉め切った自動車内（特に夏期）などに放置す
ほんたい へんけい こしょう げんいん

ると、本体が変形したり、故障の原因となります。
つよ しょうげき あた

強い衝撃を与えない
ほんたい な お もの

本体を投げたり落としたり、物をぶつけたりしな
も はこ ふ まわ

いでください。また、持ち運ぶときにも、振り回
しょうげき あた こしょう

すなどして衝撃を与えないでください。故障の
げんいん

原因となります。
ほんたい いた

本体を傷めないために
ひょうめん おお つか

表面にはプラスチックが多く使われています。
さっちゅうざい きはつせい

殺虫剤など、揮発性のものをかけたり、ゴムやビ
せいひん ちょうきかん せっしょく

ニール製品などを長期間接触させないでくださ
へんしつ とりょう げんいん

い。変質したり、塗料がはげる原因となります。
けつろ

結露について
さむ おくがい あたた しつない ほんたい も こ

寒い屋外から暖かい室内に本体を持ち込んだとき
ほんたいないぶ すいてき けつろ ただ

などに、本体内部に水滴がつき（結露）、正しく
どうさ おんどさ はげ ばしょ

動作しないことがあります。温度差の激しい場所
も こ ぶくろ い みっぷう

に持ち込むときは、ビニール袋に入れて密封して
も こ あと やく じかん ほうち も

ください。持ち込んだ後は、約1時間放置し、持ち
こ さき おんど かいふう

込んだ先の温度になじんだら開封してください。
てい

お手入れについて
へんしつ とりょう

変質したり、塗料がはげることがありますのでベ
さ

ンジンやシンナーでふくのを避けてください。

禁止

注意

警告

3-865-480-05(1)

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書
SCPH-4000

でんきせいひん あんぜん ちゅういじこう

電気製品は安全のための注意事項
まも かさい じんしんじこ

を守らないと、火災や人身事故を
お

起こすことがあります。
とりあつかいせつめいしょ じこ ふせ じゅうよう

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要
ちゅういじこう せいひん と あつか しめ

な注意事項と製品の取り扱いかたを示してい
とりあつかいせつめいしょ プレイステーション ほんたい

ます。この取扱説明書と"PlayStation"本体の
とりあつかいせつめいしょ あんぜん よ

取扱説明書や「安全のために」をよくお読みの
せいひん あんぜん つか よ

うえ、製品を安全にお使いください。お読み
み

になったあとは、いつでも見られるところに
かなら ほかん

必ず保管してください。
ちい こ ほごしゃ かた よ

小さいお子さまには、保護者の方がお読みの
あんぜん つか

うえ、安全にお使いください。

警告

禁止 分解禁止

警告

けんこう ちゅうい

健康のためのご注意

ゲームをするまえに
つよ ひかり しげき う てんめつ

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を
く かえ がめん み いちじてき

繰り返すテレビ画面を見ていると、一時的に
きんにく いしき そうしつなど しょうじょう お

筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす
ひと ほうこく しょうじょう

人がいるという報告があります。こうした症状
かた じぜん かなら いし そうだん

のある方は、事前に必ず医師と相談してくださ
ちゅう がめん み

い。また、ゲーム中の画面を見ていてこのよう
しょうじょう は け ひろうかん の もの よ

な症状や、めまい・吐き気・疲労感・乗り物酔
に しょうじょう かん ばあい しよう

いに似た症状などを感じた場合は、すぐに使用
ちゅうし ご ふかいかん つづ

を中止してください。その後も不快感が続いて
ばあい いし しんさつ う

いる場合は、医師の診察を受けてください。
しりょくしょうがい ふせ め まも

視力障害を防ぐために（目を守るために）

•
ぷん ふん ていど きゅうけい

30分ごとに5分程度の休憩をとってください。
•
つか すいみんぶそく しよう

疲れているときや睡眠不足のときはご使用を
さ

避けてください。

•
あか がめん はな

明るいところで、なるべく画面を離してご
しよう

使用ください。

注意

か あ

お買い上げいただき、ありがとうございます。
ポケットステーション プレイステーション せんよう

この"PocketStation"は"PlayStation"専用です。
つ あそ

" "アイコンの付いたソフトで遊ぶことが
できます。

しよう

メモリーカードとしてもご使用いただけます。

ほんたい ちゅうい

本体についてのご注意

警告
も はこ ほんたい こてい

持ち運ぶときは本体を固定する
べつ う

別売りのロングストラップ
しよう ばあい

（SCPH-4020）をご使用の場合
くび ほんたい こてい

は、首にかけたまま本体を固定
も はこ

しないで持ち運ぶと、ドアにはさ
ひと

まったり人にぶつかったりして、
じこ げんいん

けがや事故の原因となります。
も はこ て

持ち運ぶときは手で
お

押さえるか、ポケッ
い

トに入れるなど
こてい

固定してください。

ほこうちゅう うんてんちゅう そうさ がめん み

歩行中や運転中に操作をしたり、画面を見た

りしない
じこ おそ きけん

事故につながる恐れがあり、危険です。

しよう きんし くいき しよう

使用を禁止された区域では使用しない
こうくうき なか びょういん しよう せいげん

航空機の中や病院など、使用が制限または
きんし くいき しよう

禁止されている区域では使用しないでください。
じこ げんいん

事故の原因となります。
いりょうきき しよう

ペースメーカーなどの医療機器などをご使用の
ばあい いし しじ したが

場合は、医師の指示に従ってください。

注意
ぶんかい かいぞう

分解や改造をしない
こしょう げんいん

けがや故障の原因となります。
ほんたい ふ えきしょうがめん つよ

本体を踏んだり、液晶画面を強く
お

押さえたりしない
おお ちから くわ ほんたい はそん

大きな力を加えると、本体を破損することがあり
えきしょう つよ お

ます。また液晶はガラスでできており、強く押さ
もの あ わ

えたり物に当てたりすると割れることがありま
はへん わ げんいん

す。破片や割れたガラスなどはけがの原因となり
えきしょうがめん よご

ます。液晶画面にはキズや汚れをつけないように
じゅうぶんちゅうい

充分注意してください。
じき るい ちか

スピーカーに磁気カード類を近づけない
ていきけん じき

キャッシュカードや定期券など、磁気を
りよう るい ちか

利用したカード類をスピーカーに近づけると、
えいきょう じき へんか つか

マグネットの影響で磁気が変化してカードが使えな
ちゅうい

くなることがありますので、ご注意ください。
ほんたい ちゅうい はいき

本体は注意して廃棄する
ほんたい きんぞく も

本体は金属やプラスチックでできているため燃やす
きけん はいき かなら ほんたい でんち と

と危険です。廃棄するときは必ず本体から電池を取
だ かく じちたい しじ したが

り出してから、各自治体の指示に従ってください。

でんち ちゅうい

電池についてのご注意

警告
でんち ひ なか い

電池を火の中に入れない
でんち ひ なか い でんち

電池を火の中に入れないでください。また電池を
ぶんかい へんけい じゅうでん ろうえき

分解、変形、充電しないでください。漏液、
はつねつ はっか はれつ げんいん まんいち でんち

発熱、発火、破裂の原因になります。万一、電池
えき め はい からだ つ ばあい みず

の液が目に入ったり体に付いたりした場合は、水
あら いし そうだん

でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
でんち きんぞくせい いっしょ

電池を金属製のものと一緒に

しない
でんち プラス マイナスたんし きんぞく せつぞく きんぞくせい

電池の＋・－端子を金属で接続させたり、金属製
つつ

のヘアピンやチェーン、またはコイン、ガムの包
がみ いっしょ けいたい ほかん

み紙などと一緒に携帯、保管はしないでくださ
でんち ろうえき はつねつ はっか

い。電池がショートして、漏液、発熱、発火、
はれつ げんいん まんいち でんち えき め

破裂の原因になります。万一、電池の液が目に
はい からだ つ ばあい みず あら

入ったり体に付いたりした場合は、水でよく洗
いし そうだん

い、ただちに医師に相談してください。
でんち ようじ て とど お

電池は幼児の手の届かないところに置く
でんち でんち でんち

電池、電池ブタ、電池シート、
でんち あやま の

電池ブタネジなどを誤って飲み
こ じゅうぶん ちゅうい

込まないように充分注意してく
ちい こ さま しよう ばあい

ださい。また、小さなお子様が使用される場合、
でんち こうかん ほごしゃ かた おこな まんいち の

電池交換は保護者の方が行ってください。万一飲
こ ばあい いし そうだん

み込んだ場合は、ただちに医師に相談してくださ

い。

禁止

禁止

分解禁止

禁止

火災 破裂

禁止

火災 破裂

あんぜん

　安全のために

じこ ふせ つぎ かなら まも

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

•
あんぜん ちゅういじこう まも

安全のための注意事項を守る

•
こしょう つか

故障したら使わない

•
まんいちいじょう お でんち と だ と

万一異常が起きたら、電池を取り出し、お問い
あ さき れんらく

合わせ先までご連絡ください

けいこくひょうじ いみ

警告表示の意味
とりあつかいせつめいしょ せいひん つぎ ひょうじ

取扱説明書および製品では、次のような表示をし
ひょうじ ないよう りかい ほんぶん

ています。表示の内容をよく理解してから本文を
よ

お読みください。

ひょうじ ちゅういじこう まも

この表示の注意事項を守らないと、
かさい しぼう おお じんしん

火災による死亡や大けがなど、人身
じこ げんいん

事故の原因となります。
ひょうじ ちゅういじこう まも

この表示の注意事項を守らないと、
じこ しゅうへん

事故により、けがをしたり周辺の
かざい そんがい あた

家財に損害を与えたりすることがあ

ります。

こうい きんし きごう

行為を禁止する記号

禁止

火災 破裂

" " ロゴおよび "PlayStation" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
また "PocketStation" は同社の商標です。

"SONY" および "  " はソニー株式会社の登録商標です。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

©1998, 1999       Printed in Japan

〒107-0052  東京都港区赤坂7-1-1

お問い合わせ： インフォメーションセンター 〒107-0052  東京都港区赤坂8-1-22
（03）3475-7444   （受付時間：10:00～17:30  土日祝日休業）

電池に関するお問い合わせ：ソニー株式会社 お客様ご相談センター  （03）5448-3311



とけいがめん

時計画面B
とけいがめん つぎ

時計画面Bでは次のことができます。
•

おんりょう かくにん せってい

スピーカー音量の確認および設定

•
しよう すう

メモリーカードの使用ブロック数および
きろくじょうほう かくにん

記録情報の確認

•
じこくかくにん

時刻確認

おんりょう せってい

スピーカーの音量を設定する
うえ お せってい お

上ボタンを押して設定します。押すたびに、
だい きり しょう

「 」（大）→「 」（切）→「 」（小）→
だい き か か あ

「 」（大）→…… と切り換わります。お買い上
じ おんりょう だい せってい

げ時は、音量・大に設定されています。

ちゅうい

Â ご注意

•
お おんりょう

リセットボタンを押すと、スピーカー音量は
おんりょう だい

音量・大になります。

•
とけいがめん せってい ないよう

時計画面A／Bで設定された内容は、ダウンロー
へんこう ばあい くわ

ドしたゲームで変更される場合もあります。詳
かいせつしょ らん

しくはソフトの解説書をご覧ください。

でんち ひ ぬ

1電池シートを引き抜く

1
ず でんち ひ ぬ

図のように電池シートを引き抜く。

2
お

リセットボタンを押す。

じゅんび

 準備する
はじ

オープニングが始まります。
やく びょうご とけいがめん てんめつ

約10秒後に、時計画面Aが点滅します。

お けってい

オープニングを終わらせたいときは、決定ボタン
お

を押してください。

ちゅうい

Â ご注意
•

しよう まえ かなら お

ご使用の前に、必ずリセットボタンを押してく

ださい。

•
ぼう

リセットボタンは、とがった棒やシャープペ
しん つよ お

ンシルの芯などで強く押さないでください。

•
か あ じ く こ でんち

お買い上げ時に組み込まれている電池はサービ
よう しょうもう

ス用です。すぐに消耗することがあります。

てじゅん

b手順2へ

かくぶめいしょう

各部名称
ほんたい

「プレイステーション」本体への
さ こ

差し込みかた
ほんき そうさ あ そくめん も

本機のカバー（操作パネル）を開けて側面を持ち、
えきしょうがめん うえ

液晶画面を上にして「プレイステーション」のメモ
さしこみぐち さ こ

リーカード差込口へ差し込んでください。

ちゅうい

Â ご注意
•

ほんき ほんたい さ こ

本機を「プレイステーション」本体に差し込んでい
ほんき おと

るとき、本機の音がひずむことがあります。

•
ほんたい

ストラップを「プレイステーション」本体のディス
はさ ちゅうい

クカバーなどに挟まないようにご注意ください。

アラーム
じこく ひょうじ

時刻表示

とけい ひょうじ

時計表示

びょうひょうじ

秒表示

でんち

電池シート

リセットボタン
アイディー ナンバー

ID No. シール

けってい き か

決定ボタンで切り換え

えきしょうがめん

液晶画面

けってい

決定ボタン

カバー
そうさ

（操作パネル）

エルイーディー

LED
ひかりつうしん

光通信
アイアールディーエーじゅんきょ

（IrDA準拠）

みぎ

右ボタン

した

下ボタン

ひだり

左ボタン

うえ

上ボタン

おんりょう

スピーカー音量
ひょうじ

表示

しよう すう

使用ブロック数
ひょうじ

表示

とけいがめん

時計画面A
とけいがめん つぎ

時計画面Aでは次のことができます。

•
じこくかくにん せってい

時刻確認および設定

•
かくにん せってい

アラームの確認および設定

•
ねんがっぴ ようび かくにん せってい

年月日・曜日の確認および設定

*
ねんひょうじ とけいがめん き か すうびょうかんひょうじ

年表示は、時計画面Aに切り換えたときに数秒間表示

されます。

せってい

アラームを設定する
じこく き おん な

時刻を決めて、アラーム音を鳴らすことができます。

1
した

下ボタンをしばらく
お つづ

押し続ける。
オン オフ ひょうじ

アラームON/OFF表示が
てんめつ

点滅します。

2
うえ した せってい

上／下ボタンで設定する。
オン オフ

「 」：ON　　「 」：OFF

3
みぎ お

右ボタンを押す。
じ てんめつ うえ した じこく

「00」（時）が点滅します。上／下ボタンで時刻
せってい ひだり まえ こうもく

を設定してください。左ボタンで前の項目に
もど

戻ります。
ふん どうよう せってい

分についても同様に設定してください。

4
けってい お

決定ボタンを押す。
せってい しゅうりょう

これでアラーム設定は終了です。

ちゅうい

Â ご注意

•
じこく いちど せってい せってい オフ

時刻を一度設定すると、アラーム設定をOFFに
か かぎ おな じこく おん な

変えない限り同じ時刻にアラーム音が鳴ります。

•
おん おんりょう せってい かか

アラーム音は、スピーカー音量の設定に関わりな
おんりょう だい な

く、音量・大で鳴ります。

•
でんち ざんりょう すく おん な

電池の残量が少ないと、アラーム音は鳴りませ

ん。

とけい あ なお

時計を合わせ直すには
とけいがめん うえ お つづ

時計画面Aで、上ボタンをしばらく押し続けてくだ
ねんがっぴ ようびひょうじ てんめつ とけい あ

さい。年月日・曜日表示が点滅して時計合わせモー
はい とけい あ

ドに入ります。時計の合わせかたについては、
じゅんび てじゅん らん

「準備する」の2の手順をご覧ください。

アラーム
オン オフ ひょうじ

ON/OFF表示

ねんがっぴ

年月日・
ようび ひょうじ

曜日表示* とけい ひょうじ

時計表示

ほんき しよう すう とけいがめん かくにん

本機の使用ブロック数を、時計画面Bで確認
じょうほう

できます。また、セーブしたゲームの情報を
かくにん

アイコンで確認できます。
かくにん

セーブしたゲームをアイコンで確認する
とけいがめん した お つづ

時計画面Bで下ボタンをしばらく押し続け
る。

どうよう

ダウンロードしたゲームと同様に、セーブし
かくにん

たゲームをアイコンで確認できます。
ふくすう ばあい うえ した

アイコンが複数ある場合は、上／下ボタンを
お つぎ ひょうじ

押すたびに、次のアイコンが表示されます。
けってい お とけいがめん もど

決定ボタンを押すと時計画面Bに戻ります。

きろく

記録ブロックの
じょうほう み

情報を見る

3
ふぞく

ハンドストラップ（付属）を
と つ

取り付ける
ひつよう おう と つ

必要に応じて取り付けてください。

1
ほそ

ストラップの細い
ぶぶん

ひもの部分を、
とり つ あな とお

取付け穴に通す。

2
で ほそ なか はんたいがわ

出てきた細いひもの中に、反対側のひもを
とお ひ ぱ

通して引っ張る。

ちゅうい

Â ご注意
とり つ あな きんぞくせい とお

取付け穴に金属製のものを通さないでください。

とけい あ

2時計を合わせる

1
うえ お

上ボタンを押す。
ねん てんめつ

「1999」（年）が点滅
します。

2
うえ した ねん

上／下ボタンで年を
あ みぎ

合わせ、右ボタンを
お

押す。
どうよう つき にち じ ふん

同様に月、日、時、分
あ

を合わせます。
ひだり まえ こうもく もど

左ボタンで前の項目に戻ります。

3
じほう あ けってい お

時報に合わせて、決定ボタンを押す。
とけい あ しゅうりょう

これで時計合わせは終了です。

てじゅん

b手順3へ

つ

" "アイコンの付いたソフトからゲー
よ こ あそ

ムをダウンロード（読み込み）して遊ぶこと

ができます。ダウンロードしたゲームは、
ほんき きろく きろく

本機の記録ブロックに記録されます。

ゲームをダウンロードする

1 「プレイステーション」のメモリーカー
さしこみぐち ほんき さ こ

ド差込口に本機を差し込む。

2
がめんひょうじ したが

ゲームソフトの画面表示に従って、

ゲームをダウンロードする。
ちゅう ほんき えきしょうがめん

ダウンロード中は、本機の液晶画面に
ダウンロード ひょうじ エルイーディー てんとう

「Download」と表示され、LEDが点灯
します。

てじゅん くわ

ダウンロードの手順について、詳しくは
かいせつしょ らん

ソフトの解説書をご覧ください。

はじ

ゲームを始める

1
とけいがめん とけいがめん ひだり みぎ

時計画面A（時計画面B）で、左／右ボ
お す

タンを押して好きなゲームのタイトル
がめん えら

画面を選ぶ。
ひだり みぎ お つぎ

左／右ボタンを押すたびに、次のタイト
がめん ひょうじ

ル画面が表示されます。

2
けってい お

決定ボタンを押す。
はじ

ゲームが始まります。
あそ くわ

ゲームの遊びかたについて、詳しくはソ
かいせつしょ らん

フトの解説書をご覧ください。

あそ

 ゲームで遊ぶ
お

ゲームを終わらせる
けってい お つづ

決定ボタンをしばらく押し続ける。
がめん か がめんない お

メニュー画面に変わります。その画面内で終わら
くわ かいせつしょ

せることができます。詳しくはソフトの解説書を
らん

ご覧ください。
じょうほう み

ゲームの情報を見る
がめん した お

タイトル画面で、下ボタンを押す。
めい じょうほう み

ゲームのタイトル名などの情報が見られるものも

あります。
うえ した み がめん えら

上／下ボタンで見たい画面を選んでください。
ちゅうい

Â ご注意
•

ほんき きろく つか

本機は15の記録ブロックを使って、ダウンロー
ほんたい

ドしたゲームと「プレイステーション」本体の
きろく あ すう

ゲームデータを記録できます。空きブロック数
こ すう ひつよう

を超えるブロック数を必要とするゲームをダウ

ンロードすることはできません。

•
ほんき でんち しょうもう

本機にダウンロードしたゲームが、電池の消耗
うしな

によって失われることはありません。
とちゅう でんち しょうもう ばあい

ただし、ゲームの途中で電池が消耗した場合、
とちゅう きろく

途中までのデータを記録できないソフトもあり

ます。ゲームのロードおよびセーブについて
かいせつしょ らん

は、ソフトの解説書をご覧ください。
さくじょ

また、ゲームおよびゲームデータの削除につい
どうよう くわ

ては、メモリーカードと同様です。詳しくは、
ほんたい とりあつかいせつめいしょ

「プレイステーション」本体の取扱説明書（メモ
つか らん

リーカードを使う）をご覧ください。

•
ちゅう ほんき

ダウンロード中は、本機を「プレイステーショ
ほんたい ぬ

ン」本体から抜かないでください。

あやま そうさ

誤ってカバー（操作パネル）をはずした

ときは
ず と

図のように取り
つ

付けてください。
とっきぶ むり

突起部に無理な
ちから くわ ちゅうい

力を加えないようにご注意ください。

キーロックのしかた
も はこ ごそうさ ふせ

持ち運んでいるときなどの誤操作を防ぐために、
そうさ むこう

ボタン操作を無効にすることができます。
けってい お うえ した ひだり みぎ

決定ボタンを押しながら上／下／左／右ボタン
かい お

をランダムに1回ずつ押す。
がめん ひょうじ

画面にキーロック表示が
で

出ます。
かいじょ けってい

解除するときも、決定ボ
お うえ した

タンを押しながら上／下
ひだり みぎ

／左／右ボタンをランダ
かい お

ムに1回ずつ押してくだ
さい。

ひょうじ

キーロック表示

ほんき よう

本機は、「プレイステーション」用のメモ
つか

リーカードとしてもお使いいただけます。
くわ ほんたい

詳しくは、「プレイステーション」本体の
とりあつかいせつめいしょ らん

取扱説明書をご覧ください。

ちゅうい

Â ご注意

•
じょうたい ほんき

ゲームをしている状態で本機を「プレイ
さしこみぐち

ステーション」のメモリーカード差込口
さ こ ただ

に差し込むと、メモリーカードとして正
きのう ばあい くわ

しく機能しない場合があります。詳しく
かいせつしょ らん

はソフトの解説書をご覧ください。

•
ほんき きろく でんち しょうもう

本機に記録されたデータが、電池の消耗
うしな

によって失われることはありません。

メモリーカードと
つか

して使う
「ポケットステーション」

つうしん

どうしで通信する
ひかりつうしんきのう

光通信機能によって、「ポケットステーショ
つうしん

ン」どうしで通信することができます。
ひかりつうしん アイアールディーエーじゅんきょ くわ

光通信（IrDA準拠）について、詳しくはソ
かいせつしょ らん

フトの解説書をご覧ください。

しょうでんりょく

省電力モードについて
ほんき でんち しょうもう ふせ えきしょうがめん ひょうじ

本機は電池の消耗を防ぐために、液晶画面の表示
き おと で けってい

が消えたり音が出なくなることがあります。決定
お もど くわ

ボタンを押すと戻ります。詳しくはソフトの
かいせつしょ らん

解説書をご覧ください。

ほんき

「プレイステ－ション」と本機とで

デ－タをやりとりしているときは
ほんき えきしょうがめん ビジー ひょうじ エルイーディー

本機の液晶画面に「Busy」と表示され、LEDが
てんとう

点灯します。デ－タをやりとりしているときは、
ほんき ほんたい ぬ

本機を「プレイステ－ション」本体から抜かないで

ください。


