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初めに

パッケージ内容

USB 2.0 ケーブルｘ１

マイクロホン本体ｘ１

金属軸 +ワッシャーｘ１

スタンドｘ１

クイックガイドｘ１マウントｘ１
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本製品を取り付け

2

1

3

4

1. 金属軸をスタンドに回して入れしっかり固定します。

2. ワッシャを金属軸に回して取り付けます。

3. マウントを金属軸に回して、しっかり固定します。

4. マイクロホン本体を正面へ向けてから、時計周りでマウン 
  トと固定するまで回してください。

※ AM310 の取り付け動画は AM310 製品ページの動画ガイドまでご参照
下さい。 
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/am310_video.html
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USB 2.0

製品操作方法

本製品の接続方法

パソコンと AM310 を USB 2.0 ケーブルで接続します。

AM310 本体の背面には 3.5mm ヘッドホン出力端子を搭載して
います。ヘッドホンと接続して、録音しながら音声のモニタ
リングが可能です。

ご注意

※ AM310 をパソコンに初めて接続したときに、 USB ドライバーが自動的にイ
ンストールされます。

※ AM310 をパソコンに接続したときに、まず「録音」と「再生」の設定状態を
ご確認ください。使用状況により「録音」と「再生」を”既定のデバイス”
に設定してください（設定方法はページ 8 & 9 をご参照ください）。

※「再生」で AM310 が“既定のデバイス“に設定された場合は、PC から音声は
出力されず、マイク側から出力されますので、ヘッドホンをご利用くだ
さい。

AM310

パソコン

USB 2.0 ケーブル (付属 )

USB 2.03.5 mm

ヘッドホン

AM310

パソコン

別途で購入してください
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本体各部の名称

  
  

青色 赤色

通電時 ミュート時

  

回す 押す

音量調節 ミュート

PC 音声モード / 
マイクモニターモードスイッチ

3.5mm ヘッドホン端子

PC音声を聞く

マイク音声をモニター

USB ポート

PC 

PC 

単一指向性

LED 指示ライト

音量調節ツマミ / 
ミュートボタン
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本製品の操作方法

電源の接続

本製品を付属の USB 2.0 ケーブルでパソコンの USB ポートに接
続すると、製品正面の LED 指示ライトが青く点灯します。マイ
クに電力が供給されていることを表します。

ミュート

ミュートボタンを押すと、製品正面の LED 指示ライトが赤く点
灯し、音声はマイクに入りません。もう一度ボタンを押すと、
マイクミュートを解除します。

ヘッドホンとの接続

ヘッドホンを使用する場合、ヘッドホンを製品背面の 3.5mm ヘ
ッドホン端子と接続してください。ヘッドホン経由で、PC から
の音声を聞けたりやマイクの音声をモニターすることができま
す。

PC 音声モード /マイクモニターモードの切替

3.5mm ヘッドホン端子の上にあるスイッチで、PC 音声モード /
マイクモニターモードを切り替えることが可能です。 
スイッチを「PC」にすると、PC 音声モードになります。PC からの
音声をヘッドホンで聞くことが可能です。 
スイッチを「MONITOR」にすると、マイクモニターモードになり
ます。マイクの音声をヘッドホンでモニターすることが可能で
す。

PC 音声の音量調整

PC からの音声を聞く時に、音量調節ツマミで、音量を調整でき
ます。音量調節ツマミを左に回すと、音量が下がります。音量
調節ツマミを右に回すと音量が上がります。 
マイク音量調節はパソコンで調節してください。

保管方法

AM310 の使用後は、乾いた柔らかい布で清掃してから保管して
ください。 水や湿気の多い場所の近くに放置しないでください。
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パソコンでの設定方法

Windows

【Window 10 を使用する場合】

Step 1. 「Windows」キーを押しな
がら「X」キーを押し、表示された
一覧から「コントロールパネル」
をクリックします。 

Step 2. 「コントロールパネル」
から「ハードウェアとサウンド」
をクリックします。

Step 3. 「ハードウェアとサウン
ド」の下の 「サウンド」を選択し
ます。

Step 4. 「録音」タブを選択しま
す。デフォルトのデバイスとして
「AVerMedia AM310」を選択し、「既
定値に設定」をクリックします。

Step 5. 「再生」タブを選択しま
す。デフォルトのデバイスとして
「AVerMedia AM310」を選択し、「既
定値に設定」をクリックします。
(ヘッドホンを使用する場合 )

Step 6. 「OK」をクリックして設
定を終了します。

以上で設定が完了です。 
お好みの配信用ソフトや録音用ソ
フトを用いて本製品を使用してく
ださい。

※詳しくは AM310 製品ページの Q&A ま   
でご参照下さい。
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パソコンでの設定方法

Mac

【 Mac OS X を使用する場合】

Step 1. Apple メニューの「シス
テム環境設定」をクリックします。

Step 2. 「サウンド」をクリック
します。

Step 3. 「入力」タブを選択
し、音声入力デバイスとして
「AVerMedia AM310」を選択します。

Step 4. 「出力」タブを選択
し、音声出力デバイスとして
「AVerMedia AM310」を選択します 
( ヘッドホンを使用する場合 ) 。

以上で設定が完了です。 
お好みの録音用ソフトや配信用
ソフトを用いて本製品を使用し
てください。

※詳しくは AM310 製品ページの Q&A ま
でご参照下さい。
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仕様

接続インターフェイス USB 2.0 ( プラグ＆プレイ )

型式 コンデンサー

指向特性 単一指向性

電源 USB バスパワー

周波数 48,000 Hz

周波数特性 20 - 20,000 Hz

ビット数 16 bits

最大 SPL 120 dB SPL

指示ライト
青色：通電時 

赤色：ミュート時

対応 OS
Windows 10 / 8.1 / 7 

Mac OS

寸法
90 x 130 x 270 mm  

( スタンド を含む )

付属ソフト 付属しておりません

重量 約 468 g
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指向特性

周波数特性
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使用上のご注意

安全のために、必ずお読みください

 ‧本製品は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。

 ‧安全のため取付方法と接続手順をこの説明書に従って行っ
てください。 

 ‧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。 

 ‧平で安定した場所に設置してください。

 ‧水や湿気の多い場所の近くにで使用しないでください。 

 ‧表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 

 ‧暖房器具、ストーブなどの熱源に近づけないでください。

 ‧雷が鳴り出し、或いは長時間本製品を使用しないときは、
電源を抜いてください。

 ‧修理は修理相談窓口にご依頼ください。

 ‧アバーメディアが指定したアクセサリーと部品を使用して
ください。

 ‧一般家庭ごみとして捨てないで、現地の環境法や規則を遵
守して処分してください。

※詳しくは AM310 製品ページの Q&A までご参照下さい。 
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/am310_qa.html
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お問い合わせ

 ‧ご購入前の製品に対するお問い合わせ、その他のご質問、
ご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）

修理について

 ‧保証期間中（ご購入日から 1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ご希望の場
合、先に修理金額をお知らせします。その上で、修理をお
受けになるかご検討ください。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。

 ‧本製品の使用によって生じるあらゆる直接的・間接的損害
に関して、AVerMedia Technologies,Inc. は一切の責任を負
いません。

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べき情報装置）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ご使用になると、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。
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機種型番 ： AM310

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

ご住所

TEL

 ‧保証を受ける為には、レシートなどのご購入履歴のわかる
ものをご購入された正規販売店にご提示いただく必要があ
ります。お客様におかれましては、レシートなどのご購入
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）までご参照下さい。

 ‧「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。

 ‧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
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AM310 USB Microphone

Product Name: Microphone

Model: AM310

Made in China
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