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本製品動作環境の詳細および最新情報は下記Webページをご確認下さい。 
・AVT-C039 
　http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039_spec.html 
・AVT-C039-USF4C 
　http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039-usf4c_spec.html 

※　ご注意： 
・ゲーム機との接続ケープルは別売りです（付属しておりません）。 
・ゲーム画面をPCに映したり、録画やライブ配信ができるようになるため、 
　サードパーティ製のDirectShowキャプチャー・ライブ配信ソフトが必要となります 
　（付属しておりません）。 
・パソコンの仕様・お客様の設備環境やゲームの場面により、動画のエンコードや 
　処理速度が違うので、表示遅延が異なります。 
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1. 動作環境

2. 機器との接続

1 パソコン（PC/MAC） 4 コンポジットケーブル（RCA黄端子）

2 USB 2.0端子 5 ステレオオーディオケーブル 
（RCA赤白端子）

3 Sビデオケーブル （映像） 6 ゲーム機

http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039_spec.html
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039-usf4c_spec.html


・ゲーム機の設定方法は下記のサイトをご参照することをお薦めします： 
　http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/321.html 
・各ゲーム機の仕様により、対応できないゲーム機もあります。 
・ご使用のゲーム機の仕様により、対応できない（暗い画面）可能性もあります。 
・ゲーム機側のディスプレイ出力設定を正常に行わない場合は、ソフトでゲーム機の 
　映像が正常に映れない場合があります。映像が映らない場合は、必ず接続する 
　ゲーム機のディスプレイ出力・接続ケーブルを同時に確認してください。 

・USB 2.0ハブを接続する場合は、認識・対応できない・激しい遅延が発生する 
　可能性がありますので、パソコン本体のUSB 2.0ポートに接続して下さい。 
・他社製の映像変換コンバーター（コンポーネント→コンポジット、 
　HDMI→コンポジットなど）、スプリッター/分配器を使用する場合は、ご使用の 
　コンバーター・スプリッターの回路仕様などによりAVT-C039の対応解像度が 
　合っても対応できない可能性があります。 
・本製品使用中（録画・ライブ配信など）にUSB 2.0ケーブルの抜き差しを行わない 
　で下さい。故障の原因となります。 
・大切なシーンを録画される場合は、事前に試し録りするなど、機器が正しく動作する 
　ことを確認してからご利用下さい。 

・コピーガード（マイクロビジョンなど）がかかられる映像ケーブルを接続する 
　際は、映像の表示ができない（暗い画面）、もしくは録画・ライブ配信ができ 
　ない場合があります。 
・ご自身が権利を有するもの、または著作権者の許諾を得た素材で利用して下さい。 

　本製品を使用して録画したデータを、私的な目的以外で著作権や他の権利者の承諾を 
　得ずに複製、配布、配信することは、著作権や国際条約により禁止されています。 

・本製品の使用によって生じるあらゆる直接的・間接的損害に関して、 
　AVerMedia Technologiesは一切の責任を負いません。 
・記載されているすべての商標は各社の登録商標または商標です。 
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■　ドライバーのインストール 
Step 1.　 
　パソコンのUSB 2.0ポートに本製品（AVT-C039）を接続します 

※USB 2.0ポートの挿し込みが浅いとPCはAVT-C039を正しく認識しません。 
※USBハブの使用は避けて下さい。 

Step 2. 

　AVerMedia公式サイト（http://www.avermedia.co.jp/download/index.html）に 
アクセスし、本製品（AVT-C039もしくはAVT-C039-USF4C）を選択してAVT-C039 
のドライバー（Windows版）の最新バージョンをダウンロードして下さい。 
ダウンロードが完了したら、アイコンをダブルクリックしてインストーラーを立ち上げ、
画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。 

※ドライバーをインストールする際は、ご使用のパソコンの状況により、１分～３分間 
　前後かかります。  フリーズの感じのですが、シャットダウン・フリーズではない 
　のでインストールが完成するまでにしばらくお待ちしてください。 
※詳しくは本製品のFAQページ、若しくは下記のサイトでご参照することをお勧め 
　します： 

【Q&Aページ】 
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039_qa.html 

【接続・設定の手順】 
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/avermedia/web_release_jp/AVT-C039_SOP_for_PC_20150428.pdf 

【参考用の操作動画 （~2分40秒まで）】 
https://www.youtube.com/watch?v=B-2d5yM36f8 

■　ドライバーのアンインストール 
　Windowsのコントロールパネルから【プログラムと機能】を起動し、一覧から 
AVT-C039のドライバー（AVerMedia C039 USB Capture Card）を選んで、 
ダブルクリックして完全にアンインストールします。 
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3. ソフトウェア・ドライバーのセットアップ

3-1. Windows® の場合

http://www.avermedia.co.jp/download/index.html
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039_qa.html
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/avermedia/web_release_jp/AVT-C039_SOP_for_PC_20150428.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B-2d5yM36f8


■　サードパーティ製ソフトについて 
　ゲーム画面をPCに映したり、録画やライブ配信ができるようになるため、 
サードパーティ製のDirectShowキャプチャー・ライブ配信ソフトが必要となります 
（※本製品にサードパーティ製は付属しておりませんので、別途ご用意・ダウンロード 
　して下さい。） 

　以下の無料キャプチャーソフトをお勧めします： 
・アマレコTV：http://www.amarectv.com  
・OBS（Open Broadcaster Software）：https://obsproject.com 
・NLE（Niconico Live Encoder）：http://live.nicovideo.jp/s/encoder/ 
・XSplit Broadcaster / Gamecaster：https://www.xsplit.com 
　（※プレミアムアカウントが有料） 

※各サードパーティ製ソフトの設定方法は、本製品のFAQページ、若しくは下記のサイト 
　でご参照することをお勧めします。 
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039_qa.html 
http://www18.atwiki.jp/live2ch/ 

【Q&Aページ】 
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039_qa.html 

【接続・設定の手順】 
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/avermedia/web_release_jp/AVT-C039_SOP_for_PC_20150428.pdf 

【参考用の操作動画】 
https://www.youtube.com/watch?v=B-2d5yM36f8&list=UUZrY902rEDhD_cnI36BpzfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=8Z9dq_LAg9I 

※サードパーティ製のソフトのアップデート・Bugにより、対応出来ない可能性が 
　あります。 
※各サードパーティ製ソフトウェアに対するお問い合わせ、その他のご質問につきまし 
　ては、各ソフトウェアのサポート窓口などにお問い合わせください。 
※サードパーティ製のソフトの使用によって生じるあらゆる直接的・間接的故障・損害 
　に関して、当社は一切の責任を負いません。 
※AVT-C039では弊社の『AVerMedia RECentral』に対応しておりません。 
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■　（AVT-C039-USF4C付属）CyberLink PowerDirectorの 
　　　設置・録画方法について 
　　 
Step 1.  
　ご使用のパソコンは「本製品（AVT-C039）のドライバーをインストールした状態」を 
確認します。 

Step 2. 
　パソコンのUSB 2.0ポートに本製品（AVT-C039）を接続します 

Step 3. 
　「Cyber PowerDirector 10」を起動します。 

Step 4. 
　【PowerDirector 10にようこそ】画面で、【フル機能エディター】をクリック 
します。 

Step 5. 
　【キャプチャー】を選択してから、画面の右下隅の【設定】をクリックすると、 
キャプチャーデバイスの設定ができます。「キャプチャー デバイス」と「音声デバイス」 
で　「AVerMedia USB Polaris Analog Capture」を設定します。【テレビの設定】 
では、「NTSC_M」が設定されるかどうか、確認して下さい。設定が正しく行えば、 
接続するゲーム機・映像機器の映像はプレイビュー画面で表示されます。 

※フル画面はできませんので、ご了承下さい。 
　（ゲーム動画をWindowsパソコンのディスプレイをフル画面で表示したい場合は、 
　サードパーティ製ソフトのアマレコTVを使用することをお勧めします。 

Step 6. 
　画面の右下隅の【プロファイル】をクリックすると、録画のファイル形式、画質を設定 
することができます。 

Step 7. 
録画ボタンを押しますと、録画を開始します。 

※CyberLink PowerDirector / PowerProducerに関する詳しい使用/設定方法・質問 
　は、CyberLink公式サイトのサポート窓口などにお問い合わせ下さい： 
　http://support.jp.cyberlink.com 
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■ アプリのインストール 
　AVerMedia公式サイト（http://www.avermedia.co.jp/download/index.html）に 
アクセスし、本製品（AVT-C039）を選択して、Mac OS X専用アプリ『AVerStudio』 
及びクイックガイドをダウンロードして下さい。 
　ダウンロードが完了したら、アイコンをダブルクリックして、『AVerStudio』 
ウインドウが表示されたら、AVerStudio.mpkg ファイルをダブルクリックして、 
画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。 

■ アプリの起動・使用 
　『AVerStudio』を起動するには、以下の操作を行います。 
Step 1. AVT-C039-USF4Cと使用するMacのUSB 2.0ポートとを接続して下さい。 
Step 2. 以下のフォルダーを開きます：Macintosh / アプリケーション / AVerStudio 
Step 3.「AVerStudio」 アイコンをダブルクリックします。 

※本ソフトをを使用する際は、「AVerStudio」のクイックガイドをダウンロードして 
　ご参照下さい。 
　http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039_download.html 
※Mac OS Xの環境では、AVT-C039が『AVerStudio』のみ対応しております。 
　（他社製のキャプチャ・ライブ配信ソフトには対応しておりません。） 
※「AVerStudio（Mac OS X版）」は「ライブ配信機能」を搭載しておりません。 

■ アプリのアンインストール 
　「AVerStudio」をアンインストールするには、以下の操作を行います。 
Step 1. 以下のフォルダーを開きます：Macintosh / アプリケーション / AVerStudio 
Step 2. アンインストール アイコンをダブルクリックします。 
Step 3. アンインストーラーが起動するので、「すべての設定ファイルを削除します」 
　　　　をクリックして、画面の指示に従ってアンインストールを進めて下さい。 
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3-2. Mac OS X® の場合

http://www.avermedia.co.jp/download/index.html
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c039_download.html


情報

・本製品は、第二種情報装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき 
　情報装置）で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置など電波障害 
　自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビ  
　ジョン受信機に接近してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。  
　この説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接
して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従っ
て正しい取り扱いをしてください。 

顧客プライバシー保護

・AVerMedia Technologies はお客様との取引やサービスを提供するためにお客様の 
　個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用します。また、収集した 
　お客様の個人情報は、お客様の承諾を得ない第三者には提供・開示しません。 

　製造元：AVerMedia Technologies 
　Webサイト：http://www.avermedia.co.jp 

安全のために、必ずお読みください

警告：この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が 
想定される内容を示しています。 
（注意：取り付け・接続の際は、以下を厳守してください。感電・火災・発煙の原因 
　となります。） 
・　本製品は、VCCIクラスBに基づき、家庭環境で使用することを目的に設計されています。 
 
・　本製品の使用にあたり、この説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

・　安全のため接続手順をこの説明書に従って行ってください。 

・　添付品または指定品をご使用ください。 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4. 使用上のご注意

 12 使用上のご注意

情報

本製品は、第二種情報装置（住宅地域又はその隣接した地域において使• 
用されるべき情報装置）で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情
報処理装置など電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しており
ます。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に接近してご使用
になると、受信障害の原因となることがあります。この説明書に従って
正しい取り扱いをしてください。

顧客プライバシー保護

AVerMedia Technologiesはお客様との取引やサービスを提供するために• 
お客様の個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用しま
す。また、収集したお客様の個人情報は、お客様の承諾を得ない第三者
には提供・開示しません。 
製造元：AVerMedia Technologies 
Web サイト：http://www.avermedia.co.jp

安全のために、必ずお読みください。

警告：この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を
負う可能性が想定される内容を示しています。 
（注意：取り付け・接続の際は、以下を厳守してください。感電・火災・
発煙の原因となります。）

本製品は、VCCI Class-Bに基づき、家庭環境で使用することを目的に設• 
計されています。

本製品の修理・分解・改造をしないでください。• 

本製品の使用にあたり、この説明書に従って正しい取り扱いをしてくだ• 
さい。

安全のため接続手順をこの説明書に従って行ってください。• 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置
です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いを
してください。

http://www.avermedia.co.jp


・　体に帯電した静電で部品が壊れる恐れがありますので、本製品の回路部分には直接手を 
　　触れないでください。 
 
・　本製品の基板部分には直接手を触れないでください。基板には尖っている部分があります。 
　　誤って触れるとけがの原因となります。 

・　本製品は子供が手を触れないようにしてください。 

・　本製品の分解・改造をしないでください。 

・　本製品に他の家電製品を近づけて使用した場合、重心障害を起こすことがあります。 

・　作業の前に、本製品を接続する機器および周辺機器の電源を切り、コンセントから 
　　抜いてください。 

・　本製品の動作中、停電や電源を落とした場合は、正常に録画ファイルの保存がで 
　　きなかったり、ファイルの消失が発生する可能性があります。 

・　極端な温度の中で本製品を使用しないでください。 

・　火災や感電の原因となるので、電源をいれたまま移動しないでください。 

・　火災や感電の危険があるので、本製品をぬらしたり、ぬれた手で扱わないでください。 

・　火災や感電の危険がある場合は、本製品を自身で修理組み立てを行わないでください。 

・　煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 

お問い合わせ 

・　ご購入前の製品に対するお問い合わせ、その他のご質問、ご購入後の製品の修理と 
　　技術的なお問い合わせ： 
　　アバーメディアサポートセンター：AVT.Japan@avermedia.com 
　　※受付時間9:00～17:00　月～金曜日（祝祭日を除く） 
 
・　XSplit Broadcasterに対するお問い合わせ、その他のご質問： 
　　https://support.xsplit.com 
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修理について

・　保証期間中（ご購入日から2年間）の自然故障につきましては無償修理の対象と 
　　なります。 
・　自然故障以外、または保証期間外の有償修理をご希望の場合、先に修理金額を 
　　お知らせします。その上で、修理をお受けになるかご検討ください。修理依頼 
　　いただかない場合は、有料で返送いたします。  
・　サポート対応は日本国内のみとなります。 
・　保証（無償交換）を受ける為には、レシートなどのご購入履歴のわかるものをご購入 
　　された正規販売店にご提示いただく必要があります。お客様におかれましては、 
　　レシートなどのご購入履歴のわかるものを大切に保管していただきますようお願い 
　　いたします。 
・　製造地：台湾（アクセサリーを除く） 
・　仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更されることがあります。 
 

・　「AVerMedia」はAVerMedia Technologies, Inc.の商標（または登録商標）です。 
　　その他、記載されている全ての商標は各社の所有物です。  
・　本製品で記録したものを、私的な目的以外で著作権者や他の権利者の承諾を得ずに 
　　複製・配布・配信することは著作権法や国際条約の規定により禁止されています。 
・　本製品の使用によって生じるあらゆる直接的・間接的損害に関して、 
　　AVerMedia Technologiesは一切の責任を負いません。 
・　記載されているすべての商標は各社の登録商標または商標です。  
・　並行輸入品にご注意ください： 
　　並行輸入品には輸入元の国・地域が発行した地域保証が付与されますが、地域保証は 
　　その地域内のみが適用範囲となります。 日本国内での正規保証が適用されません。  
　　現状、サポートセンターの人的・物的な対応余力、及びそれら海外仕様製品に係る 
　　技術的ノウハウ等の観点から、 修理・メンテナンスなどのアフターサービスを行うこと 
　　ができません。また、これら並行輸入品のご購入に関するトラブルにつきましても、 
　　弊社では対応いたしかねます。ご理解のほどお願い申しあげます。
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09使用上のご注意

仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更されることがあります。• 

製造地：中国（開発・デザイン：台湾）• 

機種型番 ： GS310

保証期間 お買い上げ日より 1年間

お客様　お名前 お買い上げ日：　　　年　　月　　日
販売店押印欄

ご住所

TEL

保証（無償交換）を受ける為には、レシートなどのご購入履歴のわかる• 
ものをご購入された正規販売店にご提示いただく必要があります。 
お客様におかれましては、レシートなどのご購入履歴のわかるものを 
大切に保管していただきますようお願いいたします。


