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取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を
安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し
てください。

AVセレクター

下記の注意を守らないと火災・感電
により大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物
が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパワーアダプター
をコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓
口にご相談ください。

国内専用機は海外で使用しない
ワールドモデル以外のACパワーアダプターは、日本国内専用で
す。
交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電
圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら、アンテナや電源プラグに触れない
感電の原因となります。

付属品または別売りACパワーアダプターAC-E60A以外のACパワーアダプター
などを使わない
過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない
感電の原因となることがあります。

通電中のACパワーアダプターや製品に長時間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因とな
ることがあります。

本体やACパワーアダプターを布団などでおおった状態
で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあり
ます。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけ
がの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する
電源コードやAVケーブルは足に引っかけると製品の落下や転倒
などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接
続・配置してください。

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害
を与えたりすることがあります。

交流100V

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、

電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電

などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐた

めに次のことを必ずお守りください。

v
安全のための注意事項を守る

この「安全のために」と取扱説明書の注意事項をよくお読みくだ
さい。

定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの
間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していない
か、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損して
いるのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス
窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

1 電源を切る
2 ACパワーアダプ
ターをコンセントか
ら抜く

3 お買い上げ店または
ソニーサービス窓口
に修理を依頼する

ご使用の前に、この「安全のた
めに」と取扱説明書をよくお読
みのうえ、製品を安全にお使い
ください。お読みになったあと
は、いつでも見られるところに
必ず保管してください。

b

安全のために

警告表示の意味
取扱説明書および製品で
は、次のような表示をし
ています。表示の内容を
よく理解してから本文を
お読みください。

この表示の注意事項を守
らないと、火災・感電な
どにより死亡や大けがな
ど人身事故の原因となり
ます。

この表示の注意事項を守
らないと、感電やその他
の事故によりけがをした
り周辺の家財に損害を与
えたりすることがありま
す。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

変な音・においがしたら、
煙が出たら

保証書とアフターサービス
保証書
•この製品には保証書が添付されていますの
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取
りください。

•所定事項の記入および記載内容をお確かめの
うえ、大切に保存してください。

•保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べくだ
さい。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店、またはお近くのソニーサービス
窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただ
きます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望
により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではAVセレクターの補修用性能部品（製品
の機能を維持するために必要な部品）を、製造
打ち切り後最低6年間保有しています。この部
品保有期間を修理可能の期間とさせていただき
ます。保有期間が経過したあとも、故障箇所に
よっては修理可能の場合がありますので、お買
い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

本機はオートセレクト機能付きのAVセレクター
です。4台までの映像機器を接続して、入力信
号の切り換えを行います。

•入力信号を感知して自動で入力が切り換わる
オートセレクト機能。

•入力信号がなくなって約10分後に電源が切れ
るオートオフ機能（節電モード）。信号が入力
されると自動で電源が入るオートオン機能。
（オートモード時のみ）
•自動で入力を切り換えたくない場合、手動で
お好みの入力信号に切り換えが可能なマニュ
アルモード機能。
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接続する

使う

オートモード（後入力優先）（AUTOインジケーターが緑色に点灯）
新しく入力信号を感知すると、その入力に切り換わります。
お買い上げ時はオートモード（後入力優先）になっています。

使用例：ビデオデッキとビデオカメラをお使いの場合

ビデオデッキ再生中にビデオカメラから信号を感知すると、その入力に切り換わります。

マニュアルモード（MANUALインジケーターが黄色に点灯）
入力が途中で自動的に切り換わらないようにするには、 AUTO/MANUAL  ボタンを押します。
現在、テレビ、モニターに映っている入力で固定されます。

使用例：ゲーム機とビデオデッキをお使いの場合

ゲーム機からの入力で固定してあると、ビデオデッキが予約録画を始めても、出力する信号は切り換
わりません。
INPUT 1～4ボタンを押して、お好みの入力に切り換えて固定することもできます。
マニュアルモードからオートモードに戻るには、 AUTO/MANUAL  ボタンを押します。

ちょっと一言
•オートモード（先入力優先）にすると、新しい入力信号を感知しても、現在受信している信号は切り換わりませ
ん。受信中の信号が止まると、次に感知した信号に自動で切り換わります。
このモードにするには、AUTO/MANUALボタン、INPUT 1ボタン、INPUT 3ボタンを同時に押します
（AUTOインジケーターが赤色に点灯）。

使用例：ビデオデッキ2台をお使いの場合

オートモード（後入力優先）に戻すには、AUTO/MANUALボタン、INPUT 1ボタン、INPUT4ボタンを同時に
押します。

• INPUT 1、INPUT 2、INPUT 3ボタンを同時に押すと、現在感知している入力信号を10秒ごとに次々に切り換
えて出力するデモモードになります。また、INPUT 1、INPUT 2、INPUT 4ボタンを同時に押すと、IN 1～4の
信号を5秒ごとに順に切り換えて出力するデモモードになります（入力信号が1つもないときには、デモモードに
入りません）。
デモモードを解除するには、AUTO/MANUALボタンを押します。INPUT 1～4ボタンを押して、お好みの入力
を指定して解除することもできます（このときには、マニュアルモードになります）。

故障かなと思ったら

主な仕様

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本体のCEマークは、EU加盟国で販売されている製品にのみ有効です。

各部のなまえ
（前面） （背面）

1AUTO（オートモード）インジケーター
2MANUAL (マニュアルモード）インジケー
ター

3 1～4（入力）インジケーター
4 INPUT 1（入力 1）端子
5 INPUT 1～4（入力切り換え） ボタン
6 IN 4（入力 4）端子

7AUTO/MANUAL（オート/マニュアル切り
換え）ボタン

8 IN 2（入力 2）端子
9DC IN 6V 電源入力端子
0OUT（出力）端子
qa IN 3（入力 3）端子

1 再生機器をつなぐ
再生機器の映像・音声出力端子と本機の映像・
音声入力端子をつなぎます。

2 テレビ、モニターにつなぐ
本機の映像・音声出力端子をテレビ、モニター
の映像・音声入力端子につなぎます。

S端子付きの機器とつなぐときは
機器の音声端子と本機の音声端子を音声ケーブル
でつなぎ、両機のS映像端子をS映像ケーブルでつ
なぎます。

再生機器

テレビ、モニター

SB-V55A

接続ケーブル（別売り品）

映像・音声ケーブル
VMC-805S、VMC-810S*、VMC-815S、VMC-820S、VMC-825S、
VMC-830S、VMC-850S、VMC-8100S、VMC-805CS、VMC-810CS、
VMC-815CS、VMC-820CS、VMC-830CS、VMC-850CS

* 片側L型ピンプラグタイプもあります。
S映像・音声ケーブル

YC-805S、YC-810S、YC-815S、YC-820S、YC-830S、YC-805CS、
YC-810CS、YC-815CS、YC-820CS、YC-830CS

S映像ケーブル
YC-5V、YC-10V、YC-15V、YC-20V、YC-30V、YC-5CV、YC-10CV、
YC-15CV、YC-20CV、YC-30CV、YC-50CV

音声ケーブル
RK-C305CS、RK-C310CS、RK-C315CS、RK-C320CS、RK-C330CS、
RK-C350CS

詳しくは、お近くのソニー商品販売店、またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

映像・音声ケーブル
（別売り）

S映像ケーブル
（別売り）

音声ケーブル
（別売り）

DC IN 6V

-S-S R-AUDIO -L

IN 3

IN 2

OUT

4 3 2INPUT 1

IN 4

VIDEOR-AUDIO -L VIDEO

AUTO/MANUAL

ご注意
この製品には、付属のACパワーアダプター
（極性統一形プラグ・JEITA規格）または別
売りACパワーアダプターAC-E60Aをご使
用ください。上記以外のACパワーアダプ
ターを使用すると、故障の原因となります。

電源をつなぐ

DC IN 6V
電源入力端子へ

電源コンセントへ

ACパワー
アダプター
（付属）

（背面）

極性統一形プラグ

l
l

映像・音声信号の流れ
（INPUT1、IN2、
IN3、IN4へ）

映像・音声信号の流れ
（OUTから）

ビデオデッキ
電源ON

ビデオデッキからの映像

時間の経過 t

ちょっと一言
本機はS映像ケーブルで接続した再生機器の画像を
映像ケーブルで出力できます。また、映像ケーブル
で接続した再生機器の画像をS映像ケーブルで出力
することもできます（Y/C分離回路搭載）。

ビデオカメラ

出力する映像 ビデオカメラからの映像

電源ON

入力 4系統
S映像、映像、音声（L/R）×3
映像、音声（L/R）×1

出力 S映像、映像、音声（L/R）×1

最大外形寸法 約 184×54×142 mm
（幅×高さ×奥行き）

質量 約 360 g
電源 ACパワーアダプター

AC 100 V
DC 6 V

付属品 ACパワーアダプター（1）
取扱説明書（1）
保証書（1）
ソニーご相談窓口のしおり（1）

映像が映らない
t入力端子と出力端子の接続が間違ってない
か確認する

tセレクタースイッチが正しく選ばれている
か確認する

tテレビ、モニターのS映像設定を確認する
tACアダプターの接続を確認する

映像が切り換わらない
tマニュアルモード、オートモード（先入力
優先）に設定されていないか確認する

入力が切り換わらない、インジケーターと違う
映像が出力されるなどの誤動作が起きた
t接続してある機器の電源を切り、本機の

ACパワーアダプターを抜いて、しばらく
（10秒程度）たってから電源を入れ直す

電源について（オートオン/オートオフ機能）
電源をつなぐとAUTOインジケーターが点灯します。
オートモードのときは、信号がなくなると約10分後にインジケーターが消え、節電モードに入ります
（オートオフ機能）。
入力を感知すると、インジケーターが点灯し、その映像をテレビ、モニターに映し出します（オート
オン機能）。また、AUTO/MANUALボタン、入力1～4ボタンのいずれかを押すと、節電モードが解
除されてインジケーターが点灯します。
長時間お使いにならないときには、ACアダプターを本機から抜いてください。

ちょっと一言
電源をつないだとき・使用中に一時的に電源がとぎれたときに入力信号が複数ある場合には、1～4の入力で番号の
小さい方から優先的に出力されます（S端子優先）。

ゲーム機
電源ON

時間の経過 t

ビデオデッキ

出力する映像 ゲーム機からの映像

電源ON

ビデオデッキ1
電源ON

ビデオデッキ1からの映像

時間の経過 t

ビデオデッキ2

出力する映像 ビデオデッキ2からの映像

電源ON

電源OFF


