安全上の注意

リモコンの電池について

本製品は安全性には充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起
こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

®

特長

注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的
損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

●付属のACアダプター以外を使用しない
故障や火災など事故の原因になります。
●異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気
付いたら使用しない
異常に気付いたらすぐに使用を中止し
て、コンセントから抜きお買い上げの
販売店か当社のサービスセンター に
連絡してください。
そのまま使用すると、事故や火災の原
因になります。
●分解や改造はしない
感電によるけがや、火災など事故の原
因になります。

フレームパッキング、サイド・バイ・サイド（ハーフ）、トップ・アンド・ボトムの3D信号に対応。
※2010年10月現在。最新の対応フォーマットは当社ホームページにてご確認ください。
http://www.audio-technica.co.jp
1080pの映像フォーマット視聴時、36bit Deep Colorまで対応。
（12bit /1ライン）

＊3 現行の放送などの色空間規格に比べ約2倍の色彩が表現できる規格「x.v.YCC」に準拠した製品
の名称で、自然界に存在する物体色に極めて近い色彩が表現できます。

本製品は 4K × 2K 映像信号、HDMI イーサネットチャンネル（HEC）、オーディオリターン
チャンネル（ARC）、 48bit Deep Color には対応していません。

保証書
月

ご購入日より

保証期間

持込修理

日

1年

フリガナ

転載不可

東京都町田市成瀬2206

http://www.audio-technica.co.jp

お問い合わせ先（電話／平日9：00〜17：30）
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページの
サポートまでお願いします。

●相談窓口（製品の仕様・使いかた）

0120-773- 417

●サービスセンター（修理・部品）

0120-887- 416

（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211）
FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp
（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212）
FAX：042-739-9120 Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ（サポート）

www.audio-technica.co.jp/atj/support/

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、
高温多湿やほこりの多い場所に置かない
故障、不具合の原因になります。
●火気に近づけない
変形、故障の原因になります。

●不安定な場所や振動の多い場所に設置しない
転倒などによりけがや故障の原因にな
ります。
●ベンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は
使用しない
変形、故障の原因になります。

を抜いてください。
リモコン裏面

警告
●幼児の手の届く所に置かない
電池を飲み込んだ場合はすぐに医師の
診察を受けてください。窒息や内臓へ
の障害の恐れがあります。
●火の中に入れない、加熱、分解、改造しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●極性通りに入れる
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●リチウム電池は充電しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●硬貨やカギなど金属製のものと一緒の場所
に置いたり、電池の＋と−を接続しない
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂
の原因になります。

●液漏れした電池はすぐに取り出し、
液は素手でさわらない
・幼児がなめた場合はすぐに水道水等
のきれいな水で充分にうがいをし、医
師の診察を受けてください。
・皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水
で洗い流してください。皮膚に違和感
がある場合は医師の診 察を受けてく
ださい。
●使い切った電池はすぐに取り出す
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●長期間使用しない場合は電池を取り出す
液漏れによる故障の原因になります。

2.

リモコンの反応が悪くなった場合や操作距離が短くなった場合は、電池の寿
命です。新しい電池に交換をしてください。

3.

右図のように電池ケースを外して
使用済みの電池を取り出します。

●長時間使用しないときは、
コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。
●足に引っかかりやすい場所にコードを引き
回さない
故障や事故の原因になります。

電池ケース

2
1

4.

新しいコイン形リチウム電池
CR2025を極性表示に従って
入れてください。

コイン形リチウム電池
CR2025

●コードを引っ張らず、プラグを持ってまっ
すぐ抜き差しする
断線、故障の原因になります。
●コードの上に物を置いたり、敷物や家具な
どの下に入れたりしない
断線、故障の原因になります。
●分解や改造はしない
感電によるけがや、火災など事故の原
因になります。
●強い衝撃を与えない
感電によるけがや、火災など事故の原
因になります。
●濡れた手で触れない
感電によるけがの恐れがあります。
●布などでおおわない
過熱による火災など事故の原因になります。
●プラグにたまったほこりなどは乾いた布で
定期的に拭き取る
過熱による火災など事故の原因になります。
●ベンジン、シンナー、接点復活剤などは使用
しない
変形、故障の原因になります。

●通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがありま
す。

＋

注意
●以下の場所で使用、放置、保管しない
●落下させたり強い衝撃を与えない
・直射日光の当たる場所、高温多湿
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
の場所
●水に濡らさない
・炎天下の車内
発熱の原因になります。
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因
●変形させたりハンダ付けしない
になります。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●使用済みの電池は自治体の指定する方法で
●指定の電池以外使用しない
処分する
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
環境保全に配慮してください。

−

注意
●

電池を幼児の手の届く所に置かないでください。電池を飲み込んだ場合はすぐに医
師の診察を受けてください。窒息の恐れがあります。

●

本製品のリモコン受光部に直射日光が当たると操作ができなくなる場合があります。

使用上の注意

外形寸法図
（単位：mm）

●ケーブルの抜き差しは、本製品の電源を切ってから行なってください。

警告
●AC100V以外の電源には使用しない
(日本国内専用)
過熱による火災など事故の原因になります。
●本製品以外には使用しない
過熱による火災など事故の原因になります。
●異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気
付いたら使用しない
異常に気付いたらすぐに使用を中止し
て、コンセントから抜きお買い上げの
販売店か当社のサービスセンターに連
絡してください。
そのまま使用すると、火災など事故の
原因になります。
●コードは伸ばして使用する。釘などでの固定
や、束ねたままでの使用はしない
過熱による火災など事故の原因になり
ます。
●コンセントや本体にプラグを差し込むとき
は根元まで確実に差し込む
過熱による火災など事故の原因になり
ます。

絶縁シート

●本製品を使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

注意

●裏の保証規定を必ずお読みください。
〒194-8666

注意

ACアダプターについて

AT-SL931HD
年

●強い衝撃を与えない
感電によるけがや、火災など事故の原
因になります。
●濡れた手で触れない
感電によるけがの恐れがあります。
●本製品に水や異物(燃えやすい物、金属、液
体など)を入れない
故障や火災など事故の原因になります。
●布などでおおわない
過熱による火災など事故の原因になり
ます。
●同梱の袋は幼児の手の届く所や火のそばに
置かない
事故や火災の原因になります。

●電池の液が目に入ったときは目をこすらない
すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の診察を受けてください。

お買い上げ時はリモコンにはすで
に動作確認用の電池が入っていま
すので、右図のように絶縁シート

INPUT 1

＊2

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う
可能性があります」を意味しています。

警告

● 3D信号＊1、Deep Color＊2、x.v.Color＊3、LipSync、Dolby TrueHD、
DTS-HD Master Audio に対応したHDMIセレクター
●フルスペックハイビジョン
（1080p）画質の伝送に対応
●ケーブルの伝送ロスを補正するイコライザー機能
● DVカメラ、デジタルカメラなどの接続に便利な
フロント入力端子を装備
●専用リモコン付属
＊1

警告

1.

HDMI CEC＊ 機能（各社○○リンクなど）について
本製品はHDMIで規格化されているCEC機能および各メーカーが独自に提唱して
いるHDMI機器間制御については動作保証の対象外です。
以下の点にご注意のうえ、
ご使用ください。

71.7

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う
可能性が切迫しています」を意味しています。

危険

1. 本製品は接続されたすべての機器にCEC信号を伝送します。
2. 接続するHDMI機器のCEC機能設定をONに設定してください。
3. あらかじめ本製品を介さずにHDMI機器同士を直接接続して、機器同士でCEC機
能が動作するかをご確認ください。
※本製品では、CEC機能のON/OFF設定はできません。接続機器の状況で、
CEC機能の動作が不便に感じる場合など、CEC機能の設定変更は接続機器か
ら行なってください。

INPUT 3

22

AT-SL931HD

危険

リモコンの電池交換のしかた

コイン形リチウム電池 CR2025

INPUT 2

HDMIセレクター

指定電池

DC IN 5V

取扱説明書

※本製品を接続してCEC機能およびHDMI機器間制御が正しく動作しなかった
場合でも一切の責任は負いかねます。

116.5

＊ HDMI CEC・
・
・HDMI Consumer Electronics Control の 略称。

テクニカルデータ
入力端子
： HDMI（タイプA）×3
出力端子
： HDMI（タイプA）×1
電源
： DC5V
（付属のACアダプターを使用、日本国内専用）
質量（本体のみ）： 125g
付属品
： ACアダプター
（AD-S520JEA）
リモコン
（RC-SL931HD）
コイン形リチウム電池
（CR2025）
×1個
（動作確認用）
（改良などのため予告なく変更することがあります。）
「x.v.Color」はソニー株式会社の商標です。
HDMI、
HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標、
または登録商標です。
「Dolby」はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
「DTS」はDigitalTheaterSystem,Inc.の登録商標です。

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、
保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレ
シートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示を
お願いします。
お問い合わせ先
（電話受付 / 平日9：00〜17：30）
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口および
ホームページのサポートまでお願いします。
●相談窓口（製品の仕様・使いかた）
0120-773- 417
（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211）
FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター（修理・部品）
0120-887- 416
（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212）
FAX：042-739-9120 Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp
●ホームページ
（サポート） www.audio-technica.co.jp/atj/support/

〒194-8666

東京都町田市成瀬2206

169500760

各部の名称と機能
本体

8

7

6

背面

INPUT 2

DC IN 5V

天面

基本的な使いかた

接続のしかた

付属のリモコンで操作する場合

1.

接続する機器すべての電源を切ってください。

2.

下図のようにHDMIケーブル(別売)を本製品の入力端子（INPUT）
に接続し、
DVDレコーダーやBlu-ray Discレコーダー のHDMI出力端子（OUTPUT）
に接続します。

3.

下図のように、本製品のHDMI出力端子（OUTPUT）とテレビなどのHDMI
入力端子をHDMIケーブル(別売)で接続します。

4.

付属のACアダプターを本製品のDC入力端子(DC IN 5V)に接続し、ACア
ダプターをコンセントに差し込みます。コンセントを差し込むと、電源が入り、
入力インジケーターが点灯します。

1.

Q. 電源が入らない

本製品のすべてのインジケーターが消灯している状態で、
リモコンを本体に
向け電源ボタン
（POWER）
を押してください。電源が入り、入力インジケー
ターが点灯します。
＊すべてのインジケーターが消灯している場合は電源が切れている状態です。

2.
3.

INPUT 1

＊接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。

接続した各機器の電源を入れてください。
リモコンの入力セレクトボタン
（INPUT 1〜3）
を押して視聴
したい機器を選択してください。

5
正面

Blu-ray Disc
レコーダー

DVDレコーダー

プロジェクター

テレビ

Q. 映像や音声が出ない
A1．接続機器のプラグが外部入力端子から外れていませ
んか?

A3．接続した機器は再生していますか?

電源ボタン

A4．接続した機器の音量を最小にしていませんか?

入力セレクト
ボタン

1

2

3

家庭用 AC
コンセントへ

１ リモコン受光部
リモコンからの赤外線信号を受光します。

RC-SL931HD

Q. ノイズが出る
A1．各ケーブルは確実に機器に接続されていますか?

4.

接続しているテレビなどの入力切換を本製品を接続している入力に合わせ
ます。

5.

視聴したい機器を再生してください。

6.

リモコンを本体に向け電源ボタン
（POWER）
を押すと電源が切れます。

A2．HDMI規格認証済のHDMIロゴ付きケーブルで接続し
ていますか？

Q. リモコンで操作できない

本体で操作する場合

A2．リモコン受光部の前に障害物がある。

1.

A3．リモコンの電池が消耗している。

3 電源インジケーター（ ）
INPUT 2

INPUT 1

4 HDMI入力端子（INPUT 3）

DC IN 5V

電源の入／切を表示します。
（赤点灯：入、消灯：切）

本製品のすべてのインジケーターが消灯している状態で、
ファンクションス
イッチ
（POWER /SELECT）を押してください。
電源が入り入力インジケーターが点灯します。

2.

接続した各機器の電源を入れてください。

3.

ファンクションスイッチを押すと以下のような順序で切り換わりますので、視
聴したい機器を選択してください。

ＤＶカメラや デジタルカメラなどと接続します。

5 ファンクションスイッチ（POWER/SELECT）
6 DC入力端子（DC IN 5V）
付属のACアダプターを接続します。

INPUT1

7 HDMI出力端子（OUTPUT）
テレビなどと接続します。
INPUT 3

8 HDMI入力端子（INPUT１〜2）

2 のインジケーターが点灯

ＤＶＤレコーダーやBlu-ray Discレコーダーなどと接続します。

9 電源ボタン（POWER）
電源の入／切を切り換えます。

3 のインジケーターが点灯

10 入力セレクトボタン（INPUT１〜3）

9

入力機器を切り換えます。
＊リモコンの操作範囲は下図のとおりです。
距離は約５ｍです。

10
AT-SL931HD
RC-SL931HD

受光角度約60°
約5m

なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となります
のでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品（補修用性
能部品）の最低保有年限は製造打切後6年です。

INPUT3

DVカメラ

保証規定（必ずお読みください）
保証期間中に取扱説明書に従った、正常なご使用状態で故障した場合は、無料で修
理いたします。お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。また修
理の際オーディオテクニカの判断で製品交換させていただくことがありますのでご
了承ください。以下の場合は保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況に
よっては修理できないこともあります。
① 取扱いの誤りによる故障や破損。
② 天災など、不可抗力による故障や破損。
③ 本製品以外の機器が原因となって生じた故障や破損。
④ 表記の修理履行者以外で行なわれた修理や改造で生じた故障や破損。
⑤ お買い上げ後の設置場所の移設・輸送・移動・落下などの故障や破損。
⑥ 一般家庭用以外（業務用途など）
での使用で生じた故障や破損。
⑦ 本保証書が提示されない場合。
⑧ 保証書にご購入年月日・購入店名の記入捺印または、それに代わる保証
開始時期を証明するもの（お買上げレシートなど）
がない場合。

転載不可

INPUT2

リモコン

「リモコンの電池交換の
しかた」を参照ください。

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございま
す。お買い上げの製品に万一異常が生じた場合は、
この保証書の規定により保証期
間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願
いますので大切に保存してください。お買い上げの際の領収書またはレシートな
どは、保証開始日の確認のために、大切に保管ください。

1 のインジケーターが点灯

電源の入／切とHDMI入力（１〜3）の切り換えを行ないます。

「各部の名称と機能」
を参照ください。

→ 障害物を取り除いてください。

＊すべてのインジケーターが消灯している場合は電源が切れている状態です。

選択されている入力（１〜3）
を青に点灯して表示します。

「接続のしかた」を
参照ください。

A3．1080pの映像やDeep Colorの映像を視聴する場合
「HIGH SPEED HDMIケーブル」で接続していますか？

→ リモコン受光部に近づいてください。

付属
ACアダプター

2 入力インジケーター

「接続のしかた」を
参照ください。

A6．1080pの映像やDeep Colorの映像を視聴する場合
「HIGH SPEED HDMIケーブル」で接続していますか？

A1．本製品から離れすぎている。

4

「接続のしかた」を
参照ください。

A2．接続機器の電源が切れていませんか？

＊ケーブルを挿しかえた場合は、誤動作する恐れがありますので、必ず本体ま
たはリモコンのボタンで本製品の電源を入れ直してください。
＊映像や音声に異常がある場合は、本製品と接続機器の電源を再度入れ直して
ください。

A1．ACアダプターがコンセントに接続されていますか？

A5．HDMI規格認証済のHDMIロゴ付きケーブルで接続し
ていますか？

＊1080p の映像や Deep Color の映像を視聴する場合、HDMI規格認証済の
「HIGH SPEED HDMIケーブル」(別売)をご使用ください。
「STANDARD HDMIケーブル」を使用すると、映像や音声の劣化や、映像
が映らない場合があります。

INPUT 3

故障かな？と思ったら

保証の対象外

●消耗・摩耗した部品
（カートリッジの針先、
ヘッドホンのイヤパッドやイヤピース、
マイクロホンの脱着式ウインドスクリーン、
ミキサーのフェーダー類）及びポーチ
などの収納ケース類や、その他付属品。また、接続した機器のソフト及びデータ
などは、補償いたしかねますのでご了承ください。

修理品の送料

●保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を郵送、託送される
場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送
中の事故がないよう、梱包してお送りください。

デジタルカメラなど

修理品の保証

4.

接続しているテレビなどの入力切換を本製品に合わせます。

5.

視聴したい機器を再生してください。

6.

ファンクションスイッチを長押しすると電源が切れます。

●修理後、同一個所に同一の故障を生じた場合は、保証期間を超過しても修理完
了日より3ケ月以内に限り無料で修理いたします。

その他

①この保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではあ
りません。
②この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
③本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよう大切に保管してください。

