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このたびは本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。本書には、重要な注意
事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製
品を正しく安全にお使いください。

DC 5V
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接続する HDMI ケーブル長について
信号増幅器を内蔵しており、長いケーブルでも高画
質な映像をお楽しみいただけます。HDMI 機器から
切替器まで 15m、切替器からテレビまで 15m の
最大 30m です。 ※ただし 4K@60Hz の場合は
10ｍ+10m の最大 20ｍに制限されます
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※全ての HDMI 機器での動作を保証するものではありません
※4K 映像を表示するには 4K 対応の映像出力機器が必要です

出力

OUTPUT

環境保護の観点から、
電源アダプタは
添付しておりません。

USB タイプ A 用
5V/1A

1. 小さいお子様の手の届かない場所に保管してく
ださい。
2. 本製品を濡れる恐れのある場所で使用しないで
ください。また、湿度の高い場所での使用もお
控えください。
3. もし本製品が濡れてしまった場合は完全に乾燥
させてください。
4. 接続ポートなどが破損する恐れがあるのでほこ
りが多い場所での使用はお控えください。
5. 本製品を分解しないでください。
電池について

USB 充電器を
別途ご用意ください。

リモコン
受光部

手動入力
切替ボタン
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4K

1. 指定の電池以外は使わないでください
2. 火の中に入れたり、加熱しないでください
3. 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、
車中等に放置しないでください
4. 長時間使用しないときは取り出してください
5. 強い衝撃を与えたり、投げつけ たりしないで
ください
6. 電池を充電しないでください

HDMI
SELECTOR

・電源ケーブル 150 cm (USB A→専用ジャック )
・リモートコントローラー
・ボタン電池 ( リモコン用 CR2032)
・取扱説明書 ( 本書 )
※電源アダプタは添付しておりません
一般的な USB タイプ A の充電器 (5V/1A) を
別途ご用意ください
※HDMI ケーブルは添付しておりません

●対応映像出力機器
HDMI 出力端子を搭載した
AV 機器、家庭用ゲーム機、パソコン他
●対応映像表示機器
HDMI 入力端子を搭載した
テレビ、モニター、プロジェクター等
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電源ジャック 入力 (1) 入力 (2) 入力 (3)

添付品

対応機器

使用済みの電子機器は一般のゴミとは一緒に廃棄
する事ができません。分別して処分いただくよう
お願いいたします。
個人で処分される場合、各自治体の廃棄物回収で
無料で回収いただけます。廃棄の際は指定の回収
場所に廃棄品を持ち込んでください。
ご注意

ハードウェア仕様
HDMI 入力 : 3 ポート タイプ A 19 ピン ( メス )
HDMI 出力 : 1 ポート タイプ A 19 ピン ( メス )
HDCP: HDCP2.2/1.4 HDR: HDR10
※ARC 機能には対応しておりません
入力切替方式 : 手動 ( リモコン、本体ボタン )、自動
対応解像度 : 最大 4K (3840 2160)@60Hz
対応映像形式 :
RGB, YCBCR4:4:4, YCBCR4:2:2, YCBCR4:2:0
対応音声形式 : DTS、DSD、Dolby AC3 5.1、
7.1channel 192KHz 24bit
電源電圧 : DC5V 消費電流 : 最大 100 mA
外形寸法 : 110 (W) x 65 (D) x 19 (H) mm
質量 : 約 159 g
使用温度範囲 : 0 〜 40 ℃
使用湿度範囲 : 10 〜 90 % ( 結露なきこと )
保証期間 : 1 年
RoHS 準拠

本製品の廃棄方法について

本製品の最新情報、詳細情報はホームページへ

パワー
セレクター
ランプ
ランプ
( 赤 : 電源オン ) ( 青 : 選択されているポート )
設置、使用方法
1. 本機の側面にある端子「OUTPUT」とテレビの
HDMI 入力を HDMI ケーブルで接続します。
2. ご利用の HDMI 機器と本機の背面にある入力端子
「1, 2, 3」のいずれかに接続します。
3. 背面にある電源ジャックに添付の電源ケーブルを
接続して USB 充電器 (※別途ご用意ください ) に
接続しコンセントに差します。
電源がオンとなり前面の LED ランプが点灯します。
4. 天面にある丸いボタンを押すと入力機器を切り替
えることができます。ボタンを押す毎に映像入力
機器を切り替えられます。
※接続されていないポート、映像入力の無いポート
は切替時にはスキップされます。

本製品に関する最新の情報や製品仕様は以下の
QR コードから弊社ホームページにアクセスして
ご確認ください。

リモートコントローラーについて
リモコンのボタンを押すと、該当する番号に接続さ
れた入力機器に切り替わります。「Next」ボタンを
押すと認識している入力ポートを順番 (1-2-3) に切
り替えられます。
※電池を交換する場合はボタン電池「CR2032」を
ご用意ください

自動入力切替について
接続されている HDMI 機器が起動すると入力信号
を検知して入力ポートを自動で切り替えます。
※既に起動している入力機器への切替は本体の
ボタンかリモコンで行ってください。

●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を
負いかねます。
●HDMI、HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing
Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
●記載されている一般に会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
●製品仕様、外観および画面などのデザインは改良のため予告なく変更されるこ
とがあります。

販売元・サポート : 株式会社ダダンドール
ホームページ : https://ddnd.jp/

株式会社ダダンドール

www.ddnd.jp

