
5.取扱い上のご注意

●メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべて
バックアップしてください。

　※特に修復・再現のできない重要なデータは、必ずバックアップをしてく
　　ださい。
　※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊
　　社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

4.安全にお使いいただくためのご注意

■警告
　下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
　※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあり
ます)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(思わぬ事故の原因となります)

■注意
　下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因
となります)
●次のような場所で使用しないでください。
　①直接日光の当たる場所
　②湿気や水分のある場所
　③傾斜のある不安定な場所
　④静電気の発生する場所
　⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の
恐れがあります)

■お手入れについて
①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

インターフェース デバイス側：USB2.0
ホスト側：microUSB

セ ッ ト 内 容 本体、ACアダプタ、アナログ接続ケーブル、USB
ケーブル、マイク延長ケーブル、取扱説明書（本書）

出 力 端 子 HDMI出力
電 源 ACアダプタ
サ イ ズ W149×D102.5×H29mm
重 量 約149g（本体のみ）

入 力 端 子

HDMI入力
コンポジットビデオ入力（RCAピンジャック）
コンポーネントビデオ入力（RCAピンジャック）
オーディオ入力（RCAピンジャック[L/R]）
マイク入力（3.5mmミニジャック）

3.仕様

6.各部名称と働き

6.各部名称と働き（続き）

【前面】

【背面】

パソコン接続端子

HDMI出力端子

アナログ接続端子
DCジャック
電源スイッチ

HDMI入力端子

USB2.0ポート

マイク入力端子

解像度LED
入力LED

解像度切替えボタン

入力切替えボタン

RECボタンLED

・対応していないUSB機器が接続されています
・USB機器が接続されていません
・入力ケーブルが接続されていません
・USBメモリの容量がいっぱいになりました

緑色に点滅

・スタンバイ緑色に点灯

RECボタンLED

・録画中赤色に点灯

■LEDの色と動作

※LEDの点滅中にUSBメモリを取外すと、保存されているデータが破損す
る場合があります。USBメモリや各ケーブル類の取外しは、LEDが緑色に
点灯中または消灯中に行ってください。

・保存（録画完了）赤色に点滅後、緑色に点灯

解像度LED
・720Pまたは1080Pの選択された方が点灯します

入力LED
・アナログまたはHDMIの選択された方が点灯します

7.接続方法（続き）

7.接続方法

■本体のセットアップ
①付属のACアダプタで本製品のDCジャックとコンセントを接続します。
②電源スイッチをONにします。

③USB2.0ポートに録画用機器を接続します。
④ヘッドセット、ハンドマイクなどと本製品のマイク入力端子を付属のマイ
ク延長ケーブルで接続します。

※接続するUSB機器はあらかじめパソコンでフォーマットしてください。

USBメモリなど

USB2.0ポート マイク入力端子

電源スイッチ

ACアダプタ

【本体背面】

【本体前面】

ON
OFF

DCジャック

マイク延長ケーブル

400-MEDI011

ビデオ・ゲームキャプチャボックス
取扱説明書

1.はじめに

2.動作環境

●本体
●ACアダプタ
●HDMIケーブル
●アナログ接続ケーブル
●USBケーブル
●マイク延長ケーブル
●取扱説明書（本書）
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最初に
ご確認

  ください。

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

この度はビデオ・ゲームキャプチャボックス(400-MEDI011)をお買
い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説
明書をよくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

■対応機種
　HDMI出力に対応した機器
　Xbox 360®、PlayStation®3（コンポーネント入力のみ）、Wii®（コ
　ンポーネント・コンポジット入力のみ）、コンポーネント・コンポジットに対
　応したビデオデッキ、HDMI出力に対応したAndroidスマートフォンま
　たはタブレット（MHL出力対応）
　※同時に接続することはできません。
　※HDCP対応機器やHDCP対応の映像はHDMI接続での録画はでき
　　ません。
　※コピーガードがかかっている映像はコピーできません。
　※すべての機器の動作を保証するわけではありません。

■対応USB機器
　USB2.0に対応したUSBメモリ・USBハードディスク
　※バスパワーのハードディスクは認識しない場合があります。

■対応容量
　2TBまで

■対応フォーマット
　FAT32・NTFS
　※本製品でフォーマットはできません。

注意 通常の使用ではパソコンは必要ありませんが、ユーティリティ
ソフトを使用する場合は別途パソコンが必要です。

■HDMI接続（デジタル）
①HDMI入力端子を搭載したTVまたはディスプレイと本製品のHDMI出
力端子を付属のHDMIケーブルで接続します。

②HDMI出力端子を搭載した機器と本製品のHDMI入力端子をHDMIケ
ーブル（別売）で接続します。

③入力LEDの「HDMI」が点灯していることを確認します。

HDMIケーブル
（付属）

HDMIケーブル
（別売）

【本体背面】

HDMI出力端子 HDMI入力端子

■コンポーネント接続（アナログ）
①HDMI入力端子を搭載したTVまたはディスプレイと本製品のHDMI出
力端子を付属のHDMIケーブルで接続します。

②アナログ出力端子を搭載した機器にコンポーネントケーブルを接続
し、本製品のアナログ接続端子と付属のアナログ接続ケーブル（青・緑・
赤・白・赤）で接続します。

③入力LEDの「ANALOG」が点灯していることを確認します。

※コンポーネントケーブルは機器専用のケーブルを使用してください。
※本製品の出力はHDMIのみです。変換アダプタなどを使用しての出力
はサポート対象外です。

※コンポジットケーブルは機器専用のケーブルを使用してください。

HDMIケーブル
（付属）

HDMIケーブル
（付属）

【本体背面】

HDMI出力端子

アナログ接続ケーブル

コンポーネントケーブル

緑
青

赤
白
赤

アナログ接続端子

【本体背面】

HDMI出力端子

■コンポジット接続（アナログ）
①HDMI入力端子を搭載したTVまたはディスプレイと本製品のHDMI出
力端子を付属のHDMIケーブルで接続します。

②アナログ出力端子を搭載した機器にコンポジットケーブルを接続し、本
製品のアナログ接続端子と付属のアナログ接続ケーブル（白・赤・黄）
で接続します。

③入力LEDの「ANALOG」が点灯していることを確認します。

赤
白

黄

コンポジットケーブル

アナログ接続ケーブル

アナログ接続端子



1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証して
おります。

　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修
理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお
持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　（１）保証書をご提示いただけない場合。 
　（２）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換え
　　  られた場合。 
　（３）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 
　（４）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。  
　（５）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障
　　  及び損傷の場合。
　（6）譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保
証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害につ
いては弊社はその責を負わないものとします。 

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損に
ついての保証はいたしかねます。 

6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機
器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設
備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりませ
ん。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが
生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の
ご負担となります。 

8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

400-MEDI011型番

保証書

お名前

シリアルナンバー

ご住所

販売店名・住所・TEL

保証期間 ご購入日から6ヶ月

〒

TEL

担当者名

お
客
様

販
売
店

ご購入日 ：　　　年　　月　　日

保証規定・保証書

解像度切替えボタン

8.解像度の設定（HDMI入力のみ）

初期設定の解像度は自動的に720Pになります。1080Pで録画したい
場合は切替えボタンを押して変更してください。
※解像度の変更はHDMI入力時のみです。アナログ入力の場合は720P
　のみとなります。

解像度LED

1080P
720P

映像：MP4/音楽：MP3
に対応したパソコン/再生機器

USBメモリなど

録画したUSBデバイスをパソコンに接続すると、次のように表示されます。

録画されたデータのファイル名は、録画を開始した年月日で生成されます。
ファイル名は次の規則で付けられています。　

【例】 2014 12 15 22 35 _  22 .mp4

年 月 日 時 分 秒

【本体前面】

7.接続方法（続き）

注意 本製品で録画したデータを動画投稿する場合は著作権の所有
者に確認・承諾をとってください。

10.録画されたデータ形式と再生方法

本製品の記録形式は
映像：H264/MPEG-4 AVC形式
音楽：AAC形式
最大解像度・フレームレート（HDMI）　1920×1080　30fps
　　　　　　　　　　　　　　　　　1280×720　　60fps
　　　　　　　　　　　　（アナログ）　720×576　　60fps
この記録形式に対応していないパソコンや再生機器では再生できません。

11.日付の設定 11.日付の設定（続き）

日付を設定するには、弊社WEBサイトよりドライバーユーティリティをイ
ンストールする必要があります。
ドライバーユーティリティの対応OSはWindows8.1、8、7、Vistaです。

【本体前面】

入力LED

入力切替えボタン

■HDMI機器/アナログ機器の両方を接続した場合
HDMI・アナログどちらの機器も接続している場合は信号到達が早い方
が先に認識されます。表示を切替える場合は入力切替えボタンで切替え
てください。

ANALOG
HDMI

9.録画方法

9.録画方法（続き）

■録画を開始する
①入力（再生）機器からの映像が正常に表示されていることを確認します。
②本体正面のRECボタンを押すとLEDが赤色に点灯し、録画が開始さ
れます。
③入力（再生）機器の操作（映像の再生やゲームプレイなど）を行います。

①ダウンロードした下記ファイルを解凍します。

②解凍した中に「DrvInstall.exe」をクリックするとインストールが開始し
ます。
　※インストール前に本製品を接続しないでください。

③「Next」をクリックします。

④「インストール」をクリックします。

⑤「Finish」をクリックしてインストールは終了です。

⑥本製品を付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。解凍したファイ
ルの中にある「hw_grabber_tool.exe」をクリックします。

※正しくインストールされていない場合や、正しく接続されていない場合
は下記メッセージが表示されます。

※録画記録時間の目安
　1080ＰでフルHD映像を30分録画した場合：約4GB
　アナログ接続で30分録画した場合：約1.5GB
※長時間録画を行った際、録画データは2GB単位で自動的に分割され
ますが、本製品の仕様です。あらかじめご了承ください。

※USBメモリの容量を超えた場合は録画は終了します。
※動画編集ソフトは付属していません。

RECボタンLED※赤色に点灯

■マイク入力を使用する
録画中、マイクを使用すると録画している映像にナレーションを加えたり、
ゲームプレイの実況を加えたりすることができます。
※マイクは別売です。
※必ず3.5mmミニプラグに対応したマイクを使用してください。
※録画を行う前に、マイクの音声が入力されているかご確認ください。正
しく接続されている場合はTVまたはディスプレイのスピーカーから音
声が聞こえます。

■録画を停止する
①録画中にもう一度RECボタンを押します。
②LEDが赤色に点滅し、緑色に点灯したら録画完了です。
　※LEDが赤色に点滅している時は、USB機器への書き込みおよび終了
　　処理を行っています。録画時間が長いほど処理時間が長くなるため
　　点滅時間は長くなります。
　※LEDが赤色に点滅している間は、本製品やUSB機器の電源をオフに
　　したりUSB機器を取外したりしないでください。データや接続のUSB
　　機器が破損する恐れがあります。
　※USB機器を取外す際は、必ず録画が完了していることを確認し、本製
　　品の電源をOFFにしてから取外してください。

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
BF/AE/RKDaT

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

マイク音量設定
※マイク音量を調整
します。最大60ま
で調整できます。

日付設定

※ENCODE BITRATEは変更できません。

⑦日付とマイク音量を調整する。
　※ユーティリティソフトを起動した時点でパソコンの時刻と自動的に同
　　期します。
　※ACアダプタを抜くと時刻がずれてしまうので注意してください。


