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3はじめに

はじめに

パッケージ内容

パッケージに、以下のものが入ってることをご確認ください。

�
�
最新情報・製品詳細について

最新の製品仕様、詳細説明、製品アップ

デート情報などは、お手持ちのスマート

フォン�/�タブレット、もしくはパソコンで

本製品ページをご確認ください。

�

https://www.avermedia.co.jp/product-detail/ER330

クイックガイド�
（本書）

ACアダプター�
（DC�12V,�1.5A）

リモコン�
（単4形乾電池�x�2）

HDMI�2.0�
（ハイスピード）�

ケーブル

AV�IN�-�
コンポジット�
変換ケーブル

EzRecorder�330
（ER330本体）

IRブラスター�
ケーブル
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製品セットアップ

機器との接続

OR m
ic
ro

S
D

NTFS/exFAT
HDD

④

①

② ③

⑤

⑥

⑦

Optional
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機器 対応ケーブル ER330 本体

①
ソース機器
（デジタル）

→ HDMI ケーブル → HDMI�IN 端子

②
ソース機器
（アナログ）

→
AV ケーブル　＋　

AV�IN�-�コンポジット
変換ケーブル

→ AV�IN 端子

③ テレビ・モニター → HDMI ケーブル → HDMI�OUT 端子

④ ヘッドセット →
オーディオケーブル
（ヘッドセット）

→
ヘッドセット

端子

⑤
USB 接続 HDD/

microSDXC カード
（ストレージ）

→ — →
USB�2.0 端子 /
microSD カード

スロット

⑥
ネットワーク機器
（ルーターなど）

→ LAN ケーブル → LAN 端子

⑦
AC アダプター

（家庭用コンセントに接続します）
→ 電源入力端子
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本体各部の名称と機能

PART�1.製品前面＆側面

�

①�電源・録画ボタン

本体正面にあるボタン、またはリモコン（電源�/�録画ボタン）で電源の

オン�/�オフ、録画の開始�/�停止を行います。

④① ② ③

① 電源・録画ボタン�&�状態ランプ ③ USB�2.0端子

② ヘッドセット端子 ④ microSDカードスロット

電源

オン�/�オフ

ボタンを押すと、電源が入ります。３秒間押し続け
ると、強制的に電源がオフになります。

録画

開始�/�停止

ボタンを一回押すと、録画を開始します。もう一回
を押すと、録画を停止し保存します。
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②�ヘッドセット端子

（実況録音を行う場合）ヘッドセットを繋ぎます。�

※CITA仕様の4極プラグを採用したヘッドセットに対応しております。

※（ER330の電源がオンの場合）ヘッドセットを接続すれば、音声のパスス�
���ルー出力はヘッドセットのヘッドホン部から出力します（HDMI�OUTから�
���は音声出力されません）。

※（ER330の電源がオフの場合）ヘッドセットを使用することができません�
��（ヘッドホン部からは音声出力されません）。

※リモコンの「MENU」を押して、【設定】の【ヘッドセット】でヘッドセッ�
��トの音量（ヘッドホン�/�マイク）を調整することができます。

※ヘッドセットについて、詳しくは本製品ページをご確認ください。
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状態ランプの色とER330の動作

状態ランプは本機の状態を表しています。�

青く点灯 待機中（録画などの準備が完了）

青く点滅 本体起動中�/�データ処理中�/�ファームウェア更新中

オレンジ点灯 電源オフでパススルーが有効�*�1

点灯しない 電源オフでパススルーが無効�*�1

赤くゆっくり点滅 録画中

赤く点灯

録画一時停止中

異常（例：録画�/�配信中断または保存ディスクの空き
容量不足、対応しない保存ディスクを接続中、保存デ
ィスクが見つかりません、映像信号が入力されていま
せん、映像コンテンツは保護されています、配信に失
敗しました…など）

赤く点滅 録画保存中

赤く早く点滅
（録画中）保存ディスクの空き容量が少なくなってい
ます

青くゆっくり点滅 配信中

緑でゆっくり点滅
タイムシフト録画機能起動中�
（映像を常時録画しています）

緑で点滅 タイムシフト録画保存中

一度赤/青/緑点滅 （録画/配信/タイムシフト録画中）静止画撮影中

 
※1　ER330本機の【設定】で、パススルー機能を変更することができます。

※製品のファームウェアのアップデートにより、状態ランプの色とER330の�
��動作は予告なく変更されることがあります。最新情報は本製品ページをご�
��確認ください。
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③�—�④　USB端子�/�microSDカードスロット�
（対応ストレージ：HDD�/�microSDXCカード）

録画データを保存するUSB接続ハードディスク（HDD）もしくはmicroSDXCカー
ド（UHS-I�スピードクラス3（U3）�A2�V30以上必須）をER330のUSB�2.0端子/
microSDカードスロットに接続します。

※対応フォーマット：exFAT/NTFS形式（FAT32には対応しておりません）

※USBメモリーには対応しておりません。

※USBハブを使用したHDDへの接続には対応しておりません。

※リモコンの「MENU」を押して、【設定】の【ディスク管理】で接続中の保
��存ディスクの容量を確認したり、保存先を設定したりすることができます。��
��また、ER330本製品にHDDとmicroSDXCカードを両方接続した場合、優先保存��
��ディスク（どちらを優先して録画・再生するか）を設定してください。

※ストレージ、録画時間などに関する詳しい情報、要件、注意事項につきま��
��しては、本製品ページでご確認ください。
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PART�2.製品背面

�
①�HDMI�IN端子（対応ケーブル：HDMIケーブル）

ソース機器（ゲーム機、映像機器など）がHDMI出力（デジタル出力）の場合
は、HDMIケーブルを使って、ER330のHDMI�IN端子とソース機器の映像�/�音
声出力（HDMI�OUT端子）を接続します。�

※リモコンの「MENU」を押して、【設定】の【A/Ｖ管理】で映像入力を�
�「HDMI」に変更するか、ER330リモコンの「SOURCE」で映像入力を変更して�
��ください。

※ER330を接続する前に、ソース機器の電源を入れてください（ソース機器�
��からHDMI信号が出力されている状態にしてください）。

※HDMI映像・音声をER330に入力していない場合は、（ER330側）映像�/�音�
��声入力をHDMIに設定・切り替えることはできません。

④①② ③ ⑤

① HDMI�IN端子（HDMI�2.0） ④ LAN端子

② AV�IN端子 ⑤ 電源入力端子

③ HDMI�OUT端子（HDMI�2.0）
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②�AV�IN端子（対応ケーブル：AV変換ケーブル）

ソース機器がコンポジット出力（アナログ出力）の場合は、ER330付属の「AV�
IN�-�コンポジット変換ケーブル（略：AV変換ケーブル）」を使って、ソー
ス機器に接続しているAVケーブル（コンポジット映像＋ステレオ音声）を接
続し、「AV変換ケーブル」のもう一方をER330のAV�IN端子を接続します。�

※ケーブル同士の色（黄赤白）を合わせて接続してください。

※リモコンの「MENU」を押して、【設定】の【A/Ｖ管理】で映像入力を「コ�
��ンポジット」に変更するか、ER330リモコンの「SOURCE」で映像入力を変���
��更してください。

※ER330を接続する前に、ソース機器の電源を入れてください（ソース機器��
��からコンポジット信号が出力されている状態にしてください）。

※HDMI映像・音声をER330に入力していない場合は、（ER330側）映像�/��
��音声入力をコンポジットに設定・切り替えることはできません。

③�HDMI�OUT端子（パススルー）�
（対応ケーブル：HDMIケーブル）

ER330のHDMI�OUT端子とテレビ・モニターのHDMI�IN端子を接続します。

�

※テレビ・モニターの「入力切替」で、テレビの入力を「HDMI」を選択し��
��ます。なお、テレビ・モニターのHDMIの入力は「HDMI�1」、「HDMI�2」、�
��「HDMI�3」…と分かれている場合があります。ケーブルがささっている番�
��号と入力の番号が同じか、再度確認してください。

④�LAN端子（対応ケーブル：LANケーブル）

ライブ配信�/�NAS録画を行う場合は、ルーターなどのネットワーク機器を
LANケーブル（別途用意）でつなぎます。

�

※ネットワークの接続・設定方法は、本製品ページをご確認ください。

⑤�電源入力端子

ER330付属のACアダプターを家庭用コンセントに接続し、ER330の電源入力端
子（DC�IN）に接続します。
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ボタン 説明

1 電源 電源オン /電源オフ（スタンバイモード）

2 メニュー メインメニューを開く /閉じる

3 上下左右 /決定
矢印ボタンで項目を選択し、中心の【OK】で決
定する

4 録画時間指定
上�/�下ボタンで録画時間の長さを指定して録
画を開始する

5 録画 録画を開始 /停止・保存する

6 配信 配信を開始 /停止する

7 再生
・選択した録画ファイルを再生する
・再生速度を変更していた場合、通常（x1）再生
に戻す

8/17 巻き戻し /早送り
動画再生中：押す度に、x2/x4/x8/x16/x32 と高
速化

9/18 次へ /前へ
・前のページに戻る /次のページに進む
・動画再生中：前 /次の録画ファイルを再生する

10 リコール 直近の記録（録画ファイル）を再生する

11 入力切替 入力ソース（HDMI�IN/AV�IN）を切り替える

12 情報 画面に情報（録画など）を表示します

13 戻る
一つ前の画面に戻る /再生中の動画を停止・中
止する

14 タイムシフト録画
（タイムシフト録画機能がオンの場合）さかのぼ
ってプレイ動画を保存する

15 画像撮影 静止画（スナップショット）を撮る

16 一時停止
・再生を一時停止する（「OK」か「▶」で再開する）
・録画を一時停止する（「一時停止」か「●」で再
開する）

19 削除
ファイル管理：選択した録画�/�静止画ファイ
ルを削除する

20 停止 録画 /配信 /再生を停止する

21 F1
メニュー画面で、安全に保存ディスクを取り外
せるようにする（※各機能利用中は画面内の指
示が優先）

22/23 F2/F3 画面内に指示がある場合に利用可能
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映像をキャプチャーする

①�映像を録画・再生する

Step�1.�本書の04〜11ページを参照し、ER330にソース機器（ゲーム機、映
像機器など）やテレビ・モニター、保存ディスク（HDD�/�microSDXCカー
ド）などを接続して、ER330の電源を入れます。�

Step�2.�リモコンの録画ボタンもしくはER330本体の電源・録画ボタンを押
して録画を開始します。再度押すと録画を停止・保存します。

�

Step�3.�リモコンの「MENU」を押して、【メディアスタジオ】で再生したい
ファイルを選択し、リモコンの「OK」を押すと再生が開始されます。また、
画面上の指示に従って、動画を名前変更/編集することなどができます。

�

※リモコンの「MENU」を押して、【設定】の【動画/静止画】でエンコー�
��ド形式（H.264[デフォルト]�/�H.265）、録画/静止画の画質を設定す�
��ることができます。

※リモコンの「MENU」を押して、【設定】で表示モードを設定できます。

　・スタンダードモード：リモコンの「INFO」で画面に情報（録画など）�
����を詳しく表示しますが、表示にわずかな遅延が発生します。

　・ゲーミングモード：ER330の状態ランプの点灯状態で本機の状態を表示�
����し、画面には限られた情報のみ表示しますが、画面表示に遅延がありま�
����せん。

※タイムシフト録画、動画編集などの機能について、本製品ページをご確認�
��ください。

※製品のファームウェアのアップデートにより、操作は予告なく変更される�
��ことがあります。最新情報は本製品ページをご確認ください。
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②�映像を配信する

初めてER330を使用してライブ配信を行う際は、以下の手順でER330をセット
アップしてください：

Step�1.本書の04〜11ページを参照し、ER330にソース機器（ゲーム機、映
像機器など）やテレビ・モニター、保存ディスク（HDD�/�microSDXCカー
ド）、LANケーブルなどを接続して、ER330の電源を入れます。

�

Step�2.リモコンの「MENU」を押して、【設定】の【ライブ配信】で画面上
の指示に従って、利用したいライブ配信サービスを指定して設定を完成・保
存します。

�

Step�3.【設定】を終了し、リモコンの配信ボタンを押して配信を開始しま
す。再度押すと配信を停止します。

�

※ライブ配信（YouTubeなど）の設定は、お手持ちのスマートフォーン�/��
��タブレットでQRコードをスキャンしてWeb認証を受ける必要があります。���
��詳しくは本製品ページをご参照ください。

※製品のファームウェアのアップデートにより、操作は予告なく変更される�
��ことがあります。最新情報は本製品ページをご確認ください。
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使用上のご注意

詳しくは本製品ページをご参照ください。

映像を録画・再生する

・ER330の対応解像度は以下の通りです：�
（最新の仕様、機能、アップデート情報は本製品ページをご確認くださ��
�い。）

最大

最大入出力解像度�
（パススルー）

3840�x�2160�@�60fps
※対応解像度：2160p、1080p、1080i、720p、

576p、576i、480p、480i

最大録画解像度 1920�x�1080�@�60fps

最大録画品質�
（ビットレート）

映像：40�Mbps　音声：128�kbps

対応エンコード形式 H.264�/�H.265（HEVC）

録画�/�静止画形式 MP4�/�JPEG

•	 PlayStation�4（略：PS4）を接続・録画・配信する場合は、必ずPS4を
「システムソフトウェアバージョン�1.70」以降にアップデートしてか
ら、PS4側の設定でHDCP（不正コピーを防止する著作権保護技術）をあら
かじめオフにしてください（※設定を変更した場合もBD�/�DVDなどの録
画・配信はできません）。詳しくは本製品ページをご確認ください。

•	 Nintendo�Switchを接続する場合は、ゲーム機本体はHDMI出力端子を搭載
しないため、HDMI出力端子を搭載した「Nintendo�Switchドック」が必要
です。

•	 ソース機器側の出力設定が正しく設定されていても、（ER330側）HDMI�
OUT端子に接続されたテレビ・モニターに映像が表示されない、またはソ

ース機器の音声が聞こえない場合は、以下の方法をお試しください：

1.�ソース機器の電源が入っているかご確認ください（HDMI�/�コンポジッ
ト信号が出力されている状態かご確認ください）。

2.�ケーブルが正しく接続されているかどうか、改めてご確認ください。
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3.�ER330本機の【設定】の【A/Ｖ管理】で、映像�/�音声入力（HDMI�/��
コンポジット）が正しく設定されているかどうか、改めてご確認くだ
さい。

4.�接続しているケーブル（HDMI�/�コンポジットなど）を一度抜いていた
だいた後、しっかりと差し直してください。

5.�ケーブル（HDMI�/�コンポジットなど）を交換し、再度お試しください
（注意：安価な低品質HDMIケーブル、もしくは長いHDMIケーブル[例：
3〜5m以上]を使用した場合は、正常に使用できない、映像が不安定、
ノイズ�/�遅延が発生する場合があります）。

6.�ソース機器（PS4など）の設定で、コピーガード（HDCP）が有効になっ
ていないかご確認ください。本書の18ページをご参照ください。

7.�テレビが消音になっていないかご確認ください。

8.�別のソース機器で正常に表示、録画、配信が可能かお試しください。

9.�ソース機器をテレビ・モニターに直接繋いで、映像が映るかご確認く
ださい。

10.�ソース機器の出力解像度を4Kもしくは1080p未満（1080i�/�720p）に設
定してから再度お試しください。

11.�ご使用のテレビ・モニターが4K�/�1080pに対応していない可能性があ
りますので、他のテレビ・モニターを使って再度お試しください。

•	 本製品は全てのソース機器、テレビ・モニターの動作を保証するもので
はありません。ご使用のソース機器、テレビ・モニターの仕様により、
正常にご使用いただけない場合があります。

•	 ご使用のテレビ・モニターによって、映像表現（画質、発色の色合い、
色温度、精細度、ノイズ処理、遅延…など）はテレビ・モニターの仕様
（パネル、映像処理能力など）により異なります。

•	 本製品の対応入力解像度で映像出力できないビデオカメラ、メディアプレ
イヤー、業務用映像機器などのソース機器を使用している場合は、テレビ
・モニターで映像を表示できない（黒い画面などが表示されます）、また
は正常に録画・配信ができない場合があります。本製品の対応解像度は本
書の16ページもしくは本製品ページの仕様をご参照ください。

•	 他社製の映像変換コンバーター/スプリッタ分配器などを使用する場合
は、ご使用の機器の回路仕様などにより、本製品の対応解像度であって
も、正常に動作しない場合がございます。本製品は他社製の映像変換コ
ンバーター/スプリッタ分配器などと併せて使用した場合の動作は保証い
たしません。
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コピーガードについて

•	 本製品をHDMI�/�コンポジットケーブルで接続した際に、コピーガード
（HDCP、マイクロビジョンなど）により、映像の表示ができない、また
は正常に録画・配信ができない場合があります。

•	 PlayStation�4を接続・録画・配信する場合は、本書の16ページをご確認
ください。

•	 Xbox�One、Nintendo�Switchを接続した場合は、動画・映画アプリを起
動すると、HDCPが有効になる場合があります。ゲーム機を完全に再起動
（リスタート）し、HDCPを解除してください。

•	 PlayStation�3、Androidスマホ・タブレット、映像機器（BD�/�DVDプレ
イヤーなど）を接続した場合は、HDMIから出力されるコンテンツには
HDCPがかけられているため、映像の表示・録画・配信はできません。

•	 ご自身が権利を有するもの、または著作権者の許諾を得た素材でご使用
ください。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
法国際条約により禁止されています。

•	 記載されている全ての商標は各社の登録商標または商標です。

•	 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、機器が正
しく動作することを確認してからご使用ください。

•	 ストレージの寿命や故障によりデータが消失する恐れがあります。

•	 本製品または本製品に接続した製品のデータの毀損・消失などについて
は、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
重要なデータについては、お客様自身では定期的にバックアップをして
ください。
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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ご使用になると、受信障害
の原因となることがあります。この説明書に従って正しい取り扱いをしてく
ださい。�
�

�
�
�
�

安全のために、必ずお読みください

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
う可能性が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、以下を厳守してください。感電・火災・発煙の原因となります。）

•	 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だ
さい。

•	 安全のためこの説明書に従って接続作業を行ってください。

•	 本製品を取り付け・取り外す際は、ゆっくりと丁寧に行ってください。

•	 付属・添付品または指定品をご使用ください。

•	 小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

•	 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
があります。

•	 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ださい。

•	 本製品使用中（録画中など）にACアダプターの抜き差しを行わないでく
ださい。故障の原因となります。

•	 必ず付属のACアダプターを使ってください。他のACアダプターを使う
と、火災や感電の原因となる場合があります。

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が、この装置が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があります。取扱説明書に従って正
しい取り扱いをしてください。
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•	 付属のACアダプターは本製品専用です。他機器に使わないでください。

•	 電源プラグは奥までしっかり差し込んでください。不完全に差し込む
と、感電や発熱による火災の原因となります。

•	 ACアダプターを抜くときは、先に電源コンセント側から抜いてくださ
い。ケーブル部分を引っ張ると、破損し、感電、ショート、火災の原因
となります。

•	 電源プラグのほこりは定期的に掃除してください。湿気などで絶縁不良
となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいて
ください。

•	 ACアダプター�/�電源コードを傷つけないでください。

•	 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。

•	 長期間使用しない場合にACアダプターを長期間接続したままにすると、
電力を消費し発熱する場合があります。また、電源プラグにほこりがた
まり、火災や感電の原因となる場合があります。

•	 電池を取り扱うときは、次のことを守ってください：�
-�分解・改造・修理・充電しない。�
-�使用した電池と未使用の電池、種類の異なる電池や異なる�
-�メーカーの電池を混在して使用しない。�
-�電極の十と一を間違えて挿入しない�
-�消耗しきった電池をいれたままにしない。以上のことを守らないと、�
��液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをすることがあります。

•	 電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。指定以
外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けがをする恐
れがあります。

•	 電池はお子供様の手の届かないところに保管してください。

•	 リモコンを長期間使用しないときは、電池を取り出してください。

•	 故障したままの状態で使用していると、感電・ショート、火災の原因と
なります。以下のような事をしないでください：�
-�傷つける/加工する/熱器具に近づける/無理に曲げる/ねじる/引っ張る����
��/重いものを載せる/束ねる

•	 本製品やACアダプターの周りに放熱を妨げるような物を置かないでくだ
さい。
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•	 保温・保護性の高い物の近くで使わないでください（じゅうたん、スポ
ンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）。火災、感電の原因となるが
場合があります。

•	 物を載せたり、かぶせたりしないでください。熱がこもり、火災の原因
となる場合があります。

•	 本製品を長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿
のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、乾燥剤
と一緒に保管することをお勧めします。

•	 掃除は必ず乾いた布でおこなってください。

•	 一般家庭ごみとして捨てないでください。現地の環境法や規則に従って
処分してください。

•	 修理は修理相談窓口にご依頼ください。

•	 仕様は製品改良のため、予告なく変更されることがあります。

•	 最新の製品仕様、対応機器、製品アップデート情報はAVerMedia公式サイ
トでご確認ください：https://www.avermedia.co.jp

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：�
�
【お問合せフォーム】�
https://www.avermedia.co.jp/jp/support/technical�
�
【メールでお問い合わせ】�
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）
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顧客プライバシー保護

•	 アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（以下弊社）は保証に基づいて
サービスを提供する場合、弊社は保証サービスの提供に必要な以下の情報
を収集します。�
-�お客様の個人情報（名前、電話番号、住所、電子メールアドレスなど）�
-�製品ご購入の記録

※弊社は、必要な保証サービスを提供することのみを目的にこれらの情報を��
��使用します。また、お客様の承諾が得られた場合に限り製品リコールや安�
��全上の問題について提供されたご連絡先に通知します。弊社は、特定の法�
��的要件の下で法令、命令があった場合に保有する情報を開示する可能性が�

��あります。

製品保証・修理について

弊社は、お客様が購入された製品について、部品及び製造工程上の欠陥がな
いことを保証します。以下に定める保証期間内に製品に欠陥または故障が見
つかった場合、弊社は本規定の条項に基づいて適切な保証サービスを提供し
ます。特別な指定がない限り、保証期間は、製品購入の際に販売店よりお客
様に発行された領収書、請求書、または納品書に記載された購入日を起算日
とします。この期間中においてのみ、弊社はお客様へ保証サービスを提供し
ます。

•	 保証期間：１年間の保証（地域によって異なる場合があります）

•	 注意事項/保証の範囲と制限/製品修理対応について、詳しくは弊社公
式サイトのサポートページ（https://www.avermedia.co.jp/support/
services）をご確認ください。

•	 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。
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機種型番� ： ER330

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

•	 保証サービスを受けるためには、販売店名および購入日付が記載された購
入証明書類（レシート、請求書、納品書など）が必要です（購入証明書類
をご提示いただけない場合には、保証サービスを提供することはできませ
ん）。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だきますようお願いいたします。

300AER330EB6
EzRecorder 330

Model: ER330
Product:  Capture Box

Made in Taiwan
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