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日本語

安全のために
ソニー製品は安全に充分に配慮して設計されています。しかし、製品は、まちがっ
た使いかたをすると、けがにつながることがあり、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。
「安全のために」の注意事項を守る。ˎˎ
長期間安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすすめします。 ˎˎ
点検の内容や費用については、お買い上げ店にご相談ください。
故障したら使わずに、お買い上げ店にご相談ください。ˎˎ

警告表示の意味
この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、火災やその他
の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害
を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

     

行為を指示する記号

スロットインレシーバーと接続する際に、指挟みに注意する
注意を払わずに取り付けを行うと、指を挟み、けがの原因となります。

スロットインレシーバーと接続する際、水や異物が入らないように
注意する

内部に水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。

使用上のご注意
本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなど、機器表面や内部
に水滴がつくことがあります。これを結露といいます。結露が起きたときは電
源を切り、結露がなくなるまで放置し、結露がなくなってからご使用ください。
結露時のご使用は機器の故障の原因となる場合があります。

概要
デジタルワイヤレスアダプター DWA-SLAS1およびDWA-SLAU1は、デジタルワ
イヤレスレシーバー DWR-S03Dと機器を接続するためのアダプターです。本ア
ダプターは、DWR-S03Dに取り付けて使用します。

DWA-SLAS1は、ソニー製の機器と接続する際に使用します。
DWA-SLAU1は、UniSlot®*対応機器と接続する際に使用します。

* UniSlot® は池上通信機株式会社の登録商標です。

各部の名称と働き

スロットインアダプター（本体）（図）

 レシーバー接続端子
 ワイヤレスレシーバーと接続します。

ご注意
 直接手で触れたり、強い力が加わると、故障の原因となります。
 レシーバー取り付けネジ
 本アダプターをワイヤレスレシーバーに固定するために使います。
 出荷時に、本アダプターに装着済みです。
 スロット接続端子
 カムコーダーなどのスロットと接続します。

ブラケット（図）

 ブラケット取り付けネジ穴
 ワイヤレスレシーバーに取り付ける際に使用します。
 本アダプターに付属のブラケット取り付けネジを使用してください。
 スロット取り付けネジ
 カムコーダーなどのスロットに固定するためのネジです。
 出荷時に、本ブラケットに装着済みです。
 誤装着防止ピン（DWA-SLAS1のみ）
 本アダプターに対応していないカムコーダーなどへの誤装着を防止します。
 スロット取り付けネジ穴（DWA-SLAU1のみ）
 カムコーダーなどのスロットにワイヤレスレシーバーを固定するためのス
ロット取り付けネジを通します。

 本ブラケットをワイヤレスレシーバーに取り付けた後、本アダプターに付属
のネジをワイヤレスレシーバーの上部から、このネジ穴に通してください。

ワイヤレスレシーバーに取り付ける
ワイヤレスレシーバーと機器を接続する際は、スロットインアダプタ―と付属の
ブラケットの両方を取り付ける必要があります。

取り付けかたの詳細については、ワイヤレスレシーバーの取扱説明書をご確認くだˎ˜
さい。

ご注意
ワイヤレスレシーバーに取り付ける際は、必ず本アダプターに付属のネジを使ˎˎ
用してください。付属のネジ以外を使用すると、破損の原因となります。
装着前に、接続部に異物などがないか確認してください。異物があると、破損ˎˎ
や故障、動作不良の原因となります。
端子部には触れないでください。端子部に強い力がかかると、接続不良や破損ˎˎ
の原因となります。

1 ブラケットをワイヤレスレシーバーに取り付ける。
 ワイヤレスレシーバーとの印字面を合わせ、ワイヤレスレシーバーの下部か
らブラケットを通し、付属のネジを使って取り付ける。

印字面

2 スロットインアダプターをワイヤレスレシーバーに取り付ける。
 端子の位置を合わせ、スロットインアダプターをワイヤレスレシーバーに差
し込んで、スロットインアダプターに付いている2か所のネジで固定します。

仕様
スロット接続端子 DWA-SLAS1：D-Sub 15ピンコネクター（凸）
 DWA-SLAU1：D-Sub 25ピンコネクター（凸）
外形寸法図（単位：mm）
本体（スロットインアダプター、DWA-SLAS1/SLAU1共通）

68 19

＊ 凸部（下部のスロット接続端子）を含む寸法
 DWA-SLAS1: 33
 DWA-SLAU1: 34

ブラケット（DWA-SLAS1）

32

20

88

ブラケット（DWA-SLAU1）

31

11

74

質量 DWA-SLAS1： 約45 g（ブラケット、取り付けネジ含む）
 DWA-SLAU1： 約50 g（ブラケット、取り付けネジ含む）
許容動作温度 0 ℃～ 50 ℃
許容保存温度 －20 ℃～＋60 ℃
付属品 取扱説明書（1）
 ブラケット（1）
 取り付けネジ

  DWA-SLAS1： ブラケット取り付けネジ（12）（予備
8本含む）

  DWA-SLAU1： ブラケット取り付けネジ（短いネ
ジ）（6）（予備4本含む）

   スロット取り付けネジ（長いネジ）
（6）（予備4本含む）

別売品 デジタルワイヤレスレシーバー DWR-S03D

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。

Digital Wireless Adapter
取扱説明書
Operating Instructions

© 2019 Sony Corporation   Printed in Japan

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、けがをしたり、周
辺の物品に損害を与えることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し
てあります。この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。

DWA-SLAS1/SLAU1

A B

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺
の物品に損害を与えたりすることがあります。

スロットインレシーバーに取り付ける際は、必ず付属のネジにて確
実に固定する

取扱説明書に記載された方法でしっかり取り付けないと、故障やけが
の原因となることがあります。

DWA-SLAS1 DWA-SLAU1
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Bracket (DWA-SLAS1)
32 (1 5/16)

20 
(13/16)

88 (3 1/2)

Bracket (DWA-SLAU1)
31 (1 1/4)

11 
(7/16)

74 (3)

Mass DWA-SLAS1:  Approx. 45 g (1.6 oz) (including 
the bracket and  the attachment 
screws)

 DWA-SLAU1:  Approx. 50 g (1.8 oz) (including 
the bracket and  the attachment 
screws)

Operating temperature  0 ºC to 50 ºC (32 ºF to 122 ºF) 
Storage temperature  –20 ºC to +60 ºC (–4 ºF to +140 ºF) 
Supplied accessories  Operating Instructions (1) 
 Bracket (1) 
 Attachment screws
  DWA-SLAS1:  Bracket attachment screws (12) 

(Including 8 extras)
  DWA-SLAU1:  Bracket attachment screws 

(short screws) (6) (Including 
4 extras) 
Slot attachment screws (long 
screws) (6) (Including 4 extras)

Optional Accessories  DWR-S03D digital wireless receiver 

Design and specifications are subject to change without notice.

Notes
Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL ˎˎ
NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF 
PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER 
DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, 
OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.
SONY WILL NOT BE LIABLE FOR CLAIMS OF ANY KIND MADE BY USERS OF ˎˎ
THIS UNIT OR MADE BY THIRD PARTIES.
SONY WILL NOT BE LIABLE FOR THE TERMINATION OR DISCONTINUATION ˎˎ
OF ANY SERVICES RELATED TO THIS UNIT THAT MAY RESULT DUE TO 
CIRCUMSTANCES OF ANY KIND.

For the customers in the U.S.A.
SONY LIMITED WARRANTY - Please visit http://www.sony.com/psa/warranty 
for important information and complete terms and conditions of Sony’s limited 
warranty applicable to this product.

For the customers in Canada
SONY LIMITED WARRANTY - Please visit http://www.sonybiz.ca/pro/lang/en/
ca/article/resources-warranty for important information and complete terms 
and conditions of Sony’s limited warranty applicable to this product.

For the customers in Europe
Sony Professional Solutions Europe - Standard Warranty and Exceptions on 
Standard Warranty.
Please visit https://pro.sony/en_GB/support-services/warranty/support-
professional-solutions-europe-standard-product-warranty for important 
information and complete terms and conditions.

For the customers in Korea
SONY LIMITED WARRANTY - Please visit http://bpeng.sony.co.kr/handler/
BPAS-Start for important information and complete terms and conditions of 
Sony’s limited warranty applicable to this product.

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営ˎˎ
業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償
はいたしかねますのでご了承ください。
本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求にˎˎ
ついても、当社は一切の責任を負いかねます。
諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任ˎˎ
を負いかねます。

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ˎˎ

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合が悪いときはサービスヘˎˎ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニー
サービス窓口にご相談ください。
保証期間中の修理はˎˎ

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧
ください。
保証期間経過後の修理はˎˎ

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。

English
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for 
future reference.

Türkiye’deki müşteriler için 
AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Usage Precautions
If the unit is suddenly taken from a cold to a warm location, or if ambient 
temperature suddenly rises, moisture may form on the outer surface of the unit 
and/or inside of the unit. This is known as condensation. If condensation occurs, 
turn off the unit and wait until the condensation clears before operating the unit. 
Operating the unit while condensation is present may damage the unit.

Overview
The DWA-SLAS1 and DWA-SLAU1 digital wireless adapter are adapters for 
connecting the DWR-S03D digital wireless receiver to other devices. This adapter 
is attached to DWR-S03D.

The DWA-SLAS1 is used to connect Sony devices.
The DWA-SLAU1 is used to connect UniSlot® * compatible devices.

* UniSlot® is a registered trademark of Ikegami Tsushinki Co., Ltd.

1. Attach the bracket to the wireless receiver.
 Align printed surface with the wireless receiver, insert the bracket in the 

bottom of the wireless receiver and attach it with the supplied screws.

Printed surface

2. Attach the slot-in adapter to the wireless receiver.
 Align the connectors, insert the slot-in adapter in the wireless receiver, then 

secure it with the two screws supplied with the slot-in adapter.

Specifications
Slot connector  DWA-SLAS1: D-sub 15 pin connector (male)
 DWA-SLAU1: D-sub 25 pin connector (male)
Dimensions (Unit: mm (inches))

Main unit (slot-in adapter, both of DWA-SLAS1/SLAU1)

68 (2 3/4) 19 (3/4)

* Dimension including protrusions (the slot connector at the bottom)
 DWA-SLAS1: 33 (1 5/16)
 DWA-SLAU1: 34 (1 3/8)

Parts Identification

Slot-in adapter (main unit) (Figure )
 Receiver connector 

Connects to the wireless receiver.

Note

 Touching the connector directly or applying excessive force can result in 
malfunction.

 Receiver attachment screw
 This adapter is used to secure the adapter to the wireless receiver.
 This adapter is attached when shipped from the factory.
 Slot connector
 Connects to the slot on the camcorder, etc.

Bracket (Figure )
 Bracket attachment screw hole
 This is used to attach the adapter to the wireless receiver.
 Make sure to use the bracket attachment screws supplied with the adapter.
 Slot attachment screw
 These screws are used to secure the camcorder slot.
 These screws are attached when shipped from the factory.
 Compatibility pin (DWA-SLAS1 only)
 Prevents the attachment of an incompatible camcorder, etc. to the adapter.
 Slot mounting screw hole (DWA-SLAU1 only)
 Insert a screw to secure the wireless receiver to the camcorder, etc. slot.
 After attaching the wireless receiver to this bracket, insert the slot mounting 

screw supplied with the adapter into this hole at the top of the wireless 
receiver.

Attaching the Adapter to the Wireless Receiver
When connecting the wireless receiver to a device, both the slot-in adapter and 
bracket must be attached.

For attachment instructions, see the wireless receiver operating instructions.

Notes

Make sure to use the screws supplied with the adapter when attaching it to ˎˎ
the wireless receiver. Using any other screws could result in damage.
Make sure there are no foreign objects in the connectors before connecting ˎˎ
the devices. Any foreign objects can result in damage or malfunction.
Do not touch the connectors. Applying excessive force to the connectors can ˎˎ
result in a poor connection or damage.

A B

DWA-SLAS1 DWA-SLAU1


