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はじめに

パッケージ内容

開封後は、以下のものが入ってることを確認してください。

GS335本体 
（サブウーファー）

クイックガイド
（本書）

本体各部の名称

1 音量調整ツマミ

2 ペアリングボタン

3 状態ランプ

4 電源スイッチ

5 DC入力端子（電源入力）

電源 
アダプター

3

5

2
1
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セットアップ

接続・配置について

1. サウンドバー（AVerMedia GS331 / GS333）から5m以内の床面に
GS335（本製品）を設置してください。

2. GS335は外部電源が必要なため、同梱されたアダプターをコンセン
トに接続します。

※サブウーファーの置き場所について：サブウーファーは設置場所と視聴位置 
  によって効果が異なります。サウンドバーの近くに置く、もしくは視聴位置 
  より前方に配置することをお勧めします。

※GS335や接続機器を破損する恐れがあるため、GS335の電源を入れる前に、 
  GS335の音量を最小にしてください。

状態ランプの動作と色の状態

GS335は、アバーメディア製サウンドバー（GS331 / GS333など）専用
のワイヤレスサブウーファーとして設計されています。サウンドバー
とのペアリング方法は、以下の手順をご確認ください：

1. GS335（本製品）とサウンドバー（GS331 / GS333）の電源をオン 
にします。

2. GS335本体の「ペアリングボタン」を３秒以上長押しして、ペアリ
ングモードに入ります。GS335の状態ランプが青色に速く点滅しま
す。（ペアリング中）。

3. サウンドバー（GS331 / GS333）本体の「サブウーファーペアリン
グボタン」を３秒以上長押し、GS335本体の状態ランプが速い 
点滅から点灯に変わったことを確認します。GS335の状態ランプ 
が青く点灯したら、GS335とサウンドバーが接続された状態です。

※GS335の状態ランプは次ページの表をご参照ください。

※GS335のペアリングに失敗した場合は、サウンドバー（GS331 / GS333） 
  やサブウーファー（GS335）両方の電源を切ってから、もう一度両方の電源 
  を入れて再試行してみてください。
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状態ランプの動作と色の状態

状態ランプの表示 状態

青色点灯 接続済み 

青色速く点滅 ペアリング中

青色ゆっくり点滅 未接続

サブウーファーの音を調整

GS335背面の「音量調整ツマミ」を利用して、サブウーファーの音量 
を調節することができます。低音（低域のレベル）を補強することで、
ゲーム/映画/音楽に迫力や臨場感が生まれます。「音量調整ツマミ」
を右に回す（MAX側）と音量が大きくなり、左に回す（MIN側）と 
小さくなります。

音を楽しむエチケット

 ‧楽しいゲームや映画や音楽も、時間と場所によっては大変気になる
ものです。

 ‧特に、夜間などは小さな音量でも周囲にはよく通り、特に低音は 
床や壁などを伝わりやすいので、近隣への配慮を十分したうえで 
ご使用ください。

 ‧適当な音量を心がけ、窓を閉めるなど防音対策をおこなってから 
使用しましょう。 

 ‧お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。
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困った時は

GS335に問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

電源が入らない：

 ‧ GS335 の電源アダプターのプラグは、家庭用電源コンセントに正しく
接続されています。 

 ‧ GS335 の電源アダプターのプラグをコンセントから抜いて電源を切
り、数分後に再び電源を入れてください。 

 ‧他のコンセントに接続してみてください。

GS335 から音が出ない、または低音が小さい：

 ‧ GS335 とサウンドバー（GS331 / GS333）が正しく接続されているか
（GS335の状態ランプが青く点灯しているかどうか）、ご確認ください。

 ‧サウンドバーと他機器を正しくつないでいるかどうか、ご確認くだ
さい。 

 ‧サウンドバーの音量を上げて、または消音状態を解除してください。 

 ‧接続機器側の音量を上げて、または消音状態を解除してください。

 ‧ GS335 の音量を上げてください。 

 ‧接続機器（テレビなど）の音質・音声設定のサブウーファーレベル
設定を確認してください。テレビのニュース番組や RPG/ レトロゲー
ムなど低音が少ないコンテンツでは、サブウーファーからの低音は
小さい、またはほとんど聞き取れない場合があります。

GS335 から異音がする、音が途切れる：

 ‧ GS335 をサウンドバーの近く（5m 以内）に設置してください。 

 ‧無線 LAN/2.4 GHz 無線機器や他のワイヤレス機器、電子レンジなど
の機器を GS335 から離して使ってください。

 ‧電源コードを他の壁コンセントに差し込んでみてください。



07仕様

仕様

電源アダプター

モデル：TP06-240250W

メーカー：SHENZHEN FIT-POWER

　　　　　TECHNOLOGY CO., LTD.

入力電源：100–240V,50/60Hz,1.5A Max.

出力電源：24V, 2.5A 

電源  DC 24V, 2.5A

待機時消費電力 < 0.5W

定格出力 
（Power Rating）

70W

使用温度 / 湿度範囲 10-35℃ / 40-85%（相対湿度）

5.1 GHz デジタルワイヤ
レスオーディオ

- 接続 / 通信距離

- 周波数範囲 
（Frequency Range）

- パワートランスミッション
（Transmission Power）

最大 8m

5137-5214MHz

< 10mW

屋内使用専用（For Indoor Use Only）

※仕様および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。
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使用上のご注意

顧客プライバシー保護

 ‧ AVerMedia Technologies はお客様との取引やサービスを提供する 
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, Inc.  
公式サイト：http://www.avermedia.co.jp

安全のために、必ずお読みください

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・けがの原因となります。）

 ‧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。

 ‧本製品の修理・分解・改造をしないでください。

 ‧添付品または指定品をご使用ください。

 ‧接続作業の前に、本製品や本製品を接続する機器の電源を切り、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。

 ‧本製品を移動させる時、長期間使わない時は、電源プラグを抜いて
ください。

 ‧付属のアダプターは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。

 ‧電源アダプター / 電源コードを傷つけないでください。

 ‧電源コードを束ねた状態で使用しないでください。

 ‧本製品に他の家電製品を近づけて使用した場合、本機および他の 
機器を破損する恐れがあります。
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 ‧本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、 
ワイヤレス機能を使用しないでください。

 ‧医療用電気機器の近くではワイヤレス機能を使用しないでください。

 ‧不安定な場所や振動する場所には設置しないでください。安定した
場所に置いてください。

 ‧定められた使用温度 / 湿度範囲を超える環境下で、本製品を使用 
しないでください。

 ‧火気や熱源などの近くで使用しないでください。

 ‧湿度が高い場所、油煙や湯気の多い場所、直射日光や雨の当たる 
場所には置かないでください。

 ‧雷が鳴りだしたら、本製品、電源アダプターや電源プラグに触れ 
ないでください。

 ‧発煙、異臭、異音があった場合、すぐに使用を中止してください。

 ‧開口部にもの（異物と液体）を入れないでください。火災、感電、
故障の原因になります。

 ‧本製品をぬらしたり、ぬれた手で扱わないでください。

 ‧本製品や付属品はお子供様が手を触れないようにしてください。

 ‧聴覚の損害を避けるため、耳を刺激するような大音量で長時間使用
しないでください。

 ‧本機の調子がおかしいとき、修理に出す前に「困ったときは」 
の内容を参考にして、故障かどうかを、もう一度ご確認ください。
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修理について

 ‧保証期間中（ご購入日から 1 年間）の自然故障は無償修理の対象 
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。そのうえで、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の返送料金はお客様負担
とさせていただきます。

 ‧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, Inc. は一切の責任を負いません。

 ‧サポート対応は日本国内のみです。

 ‧「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商標
もしくは登録商標です。

 ‧仕様および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（アクセサリーを除く）

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）



機種型番 ： GS335

保証期間 ： お買い上げ日より 1 年間

お客様　お名前 お買い上げ日：  年　 月 　日

販売店押印欄

ご住所

TEL

 ‧ 保証を受けるためには、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。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。 

 ‧ 詳しくは AVerMedia 公式サイトの【サポート】→【修理・お問い合わせ】
（http://www.avermedia.co.jp/maintenance/index.html）をご参照ください。

SonicBlast GS335
Product Name: Speaker

Model: GS335
Made in China

ご注意：

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の 

製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局） 

及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許 

を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局 

  並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。 

2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生 

  した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記 

  連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など） 

  についてご相談して下さい。 

3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局 

  に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき 

  は、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：アバーメディア・テクノロジーズ株式会社
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