ステレオマイクロホン

AT 9943

取扱説明書
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、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意
本製品は安全に充分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こることもあります。
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。
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。

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

①本製品にマイクホルダーを差し込みます。マイクホルダーを手で持ってご使用いただくか、固定して収音する
場合はマイクスタンドに取り付けてご使用ください（マイクホルダー側のダイヤルを回して固定してください）。
※「UP」の表示がある側を上に向けてください。
②本製品のプラグを録音機器のマイク入力端子に差し込み、音源へ向けます。収音対象との距離によって、
ユニットの角度を90°
/120°
に調整します
（詳しくは｢その他の機能｣の｢角度調整について｣をご覧ください）
。
③電源スイッチを FLAT
（通常使用時）または L-CUT
（野外など風雑音が強い時）の位置にします。
L-CUTの位置でも風雑音が気になるときは、付属のウインドマフを装着してください
（詳しくは｢その他の機能｣の｢屋内屋外モード切換スイッチについて｣をご覧ください）
。
④使い終えたら、電源スイッチを OFFにします。

音 源

警告

使いかた
接続する機器のマイク入力端子の仕様や電源方式をご確認ください。
｢電池交換のしかた｣を参照し、本製品に電池を入れてください。

R

電源スイッチ
（屋内屋外モード切換スイッチ兼用）

注意
●分解や改造はしないでください。
●転倒や落下により、けがや故障の恐れがあります。安定した場所に設置してください。

電池について
指定電池

単 3 形アルカリ乾電池

マイクホルダーを持って
収音できます。

L

※指定電池以外は使用しないでください。

警告
●幼児の手の届く所に置かない

●火の中に投入しない

破裂や事故の原因になります。

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。窒息や胃などへの障害の恐れがあります。

0.5mコード

●液漏れした電池はすぐに取り出す、液は素手で触らない
以下の場合
・幼児がなめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で
充分にうがいをし、すぐに医師の診察を受けてください。
・皮膚や衣服についた場合は、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すぐに医師の診察を
受けてください。
・目に入ったときは目をこすらず、すぐに水道水などのきれい
な水で充分に洗い、すぐに医師の診察を受けてください。

●以下の場所に置かない

・火の近く
・炎天下の車内
・硬貨やカギなど金属製のものと一緒
故障、不具合の原因になります。

●分解や改造、
ハンダ付けはしない

感電、故障や火災の原因になります。

●電池は充電しない

ＵＰの表示が上向きに
なるようにセットします。
マイクスタンド

●液漏れしたらサービスセンターまで問い合わせる

感電、故障や火災の原因になります。

XLRコネクターは
取り外すことができます。

液を拭き取っても基板に液が残って故障の原因に
なる場合があります。

マイクホルダー
（カメラシューアダプター 付き）

注意
●極性通りに入れる

3.0mコード

●使用済みの電池は地方自治体の所定の方法で処分する

故障の原因になります。

2ウェイプラグ×2
（φ6.3mm金メッキ標準プラグ/φ3.5mm金メッキミニプラグ）

環境保全に配慮してください。

●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。

使用上の注意
●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
●強い衝撃を与えないでください。
●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でください。
また水がかからないようにしてください。
●コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
●コードを接続する機器に巻き付けないでください。断線の原因になります。
●コードを持ってマイク本体を振り回したり、引っ張ったりしないでください。断線や事故の原因になります。
●コードは本体などに巻き付けたり、挟んだりしないでください。

レッド（Ｒｃｈ）

ミキサー /
リニア PCM
レコーダーなど

ビデオカメラ /
ポータブル録音機器 /
IC レコーダー /
MP3 など
※接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
※本製品はバッテリー方式のマイクロホンですが、プラグインパワー対応機器にも接続できます。

各部の名称

その他機能

ご使用になる前に、下図を参考に本製品の各部をご確認ください。

角度調整について

付属品

ヘッドケース

ステレオマイク
入力 端子へ

ブラック
（Ｌｃｈ）

スタジオでのセッションなど、近距離での録音をする場合

ホールでの演奏や屋外などで、中長距離での録音をする場合

マイクロホンユニットの角度を90°
に設定する

マイクロホンユニットの角度を120°
に設定する

接続コード 3.0m /
XLR-φ6.3mm/φ3.5mm モノラル 2 ウェイプラグ ×2

120°

90°

電源スイッチ
（屋内屋外モード切換スイッチ兼用）
マイクグリップ
マイクスタンド （mm）
W：120 H：6 4

ウインドマフ

目盛りを120°
に合わせる

目盛りを90°
に合わせる

屋内屋外モード切り換えスイッチについて
バッテリーカバー
単

3形

マイクホルダー
単 3 形アルカリ乾電池
（カメラシューアダプター付き /
（動作確認用）
カメラネジ UNC1/4）

屋外などで風雑音が気になるときはスイッチを L-CUT 側に切 電源スイッチ（屋内屋外モード切換スイッチ兼用）
り換えることで風によるノイズを低減させることができます。
FLAT
FLAT（フラット）
：通常使用時
（フラット）
：野外など風雑音が強いとき
L-CUT（ローカット・フィルター）
L-CUT
OFF（電源オフ）
：未使用時
（ローカット・
フィルター）

接続コード 0.5m
XLRF-φ3.5mmステレオミニプラグ（L 型）

OFF
（電源オフ）

テクニカルデータ
：ステレオ・バックエレクトレット ●質量
：270g（コード除く）
コンデンサー型
●出力コネクター ：キャノン XLRM タイプ
：単一指向性×2（ステレオ）
：0.5m
●指向特性
●コード長
●周波数特性 ：20〜20,000Hz
●コードコネクター：XLRF コネクター
：-42dB
：接続コード 3.0m（XLR コネクター ⇔
●感度
●付属品
φ6.3mm/φ3.5mm 金メッキモノラルプラグ ×2)、
●インピーダンス：200Ω
マイクホルダー（カメラシューアダプター付き )、
：電池方式専用（単3 形アルカリ乾電池×１）
●電源
マイクスタンド、ウインドマフ、
：約 500時間（連続使用時）
●電池寿命
単 3 形アルカリ乾電池 ( 動作確認用 )
：H191mm×W65mm、
●外形寸法
φ20mm（ヘッド径 )、φ21mm(グリップ径 )
●型式

電池交換のしかた
①バッテリーカバーを左に回してマイクグリップ から外します。
②古い電池を取り出し、新しい電池を＋−の極性を合わせバッテリーホルダーに入れます。
③バッテリーカバーを右に回してマイクグリップに取り付けます。

+
マイクグリップ

単

3形

②

バッテリーカバー
③

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。
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）
商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または
当社窓口及びホームページの「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

〒194-8666 東京都町田市成瀬 2206
http://www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corp.
バッテリーホルダー

①

2206 Naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan

2009 Audio-Technia Corp.
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（改良などのため予告なく変更することがあります。
）

