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基本仕様

製品型番 HS-MC10BK
マイク方式 エレクトレットコンデンサー方式
指向性 超指向性
周波数特性 50Hz - 12,000Hz
感度 -38±2dB
ケーブル 接続用ケーブル(4極ミニプラグ - 4極ミニプラグ)
プラグアダプター φ3.5mm3極ミニプラグ変換アダプター（4極→3極）
サイズ（幅 × 高さ） 約150 × 約50mm
保証期間 1 年間

■■極性パターン
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各部の紹介

3.5mmオーディオジャック

1/4インチネジ・
アクセサリーシュー取り付け部

ガンマイク

セット内容
 □ ガンマイク ･･････････････････････････････････････････････････1 個
 □ ウインドスクリーン ･･････････････････････････････････････････1 個
 □ アクセサリーシュー取り付け部 ････････････････････････････････1 個
 □ 接続用ケーブル (4 極ミニプラグ - 4 極ミニプラグ ) ･････････････1 本
 □ φ 3.5mm 3 極ミニプラグ変換アダプター（4 極→ 3 極） ････････1 個

ウインドスクリーン
φ3.5mm3極ミニプラグ
変換アダプター（4極→3極）

アクセサリーシュー
取り付け部

ガンマイク

接続用ケーブル
(4極ミニプラグ - 4極ミニプラグ)
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接続について

1.･スマートフォンと接続
①	スマートフォン用マイクキットのすべての部品を取り付ける。
②	ガンマイクとスマートフォンを接続用ケーブル(4極ミニプラグ	-	4極ミニプラグ)で接
続する。

③	スマートフォンのアプリで音源を外部マイクに設定する。
	※ すべての機器での動作を保証するものではありません。

2.･PCと接続
•	マイクとイヤホンが一つのジャックを共有する
場合は、ガンマイクとノートパソコンを接続用
ケーブル(4極ミニプラグ	-	4極ミニプラグ)で接
続する。

ヘッドホン
ジャック

デスクトップ

ノートパソコン

コンボジャック

φ3.5mm 3極ミニプラグ
変換アダプター（4極→3極）

接続用ケーブル
(4極ミニプラグ - 4極ミニプラグ)

マイク
ジャック

•	分離されたオーディオジャックの場合は、接続
用ケーブル(4極ミニプラグ	-	4極ミニプラグ)を
φ3.5mm	3極ミニプラグ変換アダプター（4極
→3極）に接続してから、パソコンのマイクジ
ャックに接続する。
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3.･アクセサリーシュー・1/4インチネジの取り付け方
自撮り棒や、三脚などに固定する場合は、図のようにアクセサリーシューまたは1/4インチネジに
取り付けてください。

■■アクセサリーシューに取り付ける場合
アクセサリーシューにスライドして差し込んでください。差し込んだ後、ネジを回し、ア
クセサリーシューと固定をしてください。

■■ 1/4インチネジに取り付ける場合
アクセサリーシュー底面の1/4インチネジ穴に回しながら差し込んでください。
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故障かな？と思ったら

症状 解決策

マイクが動作しない

正しいオーディオコネクタを使用していることをご確認してく
ださい。
①	スマートフォン、タブレット、コンボジャックを装備したパソコンな
どは、接続用ケーブル(4極ミニプラグ	-	4極ミニプラグ)を使用
してください。

②	マイクジャックを装備したパソコンなどは、φ3.5mm	3極ミニプ
ラグ変換アダプター（4極→3極）を使用してください。

周囲の雑音が多すぎる マイクとの距離をできるだけ近づけてください。騒がしい環境
では、ある程度のノイズは避けることはできません。

スピーカーから音が出ない

パソコンにφ3.5mm	4極ミニプラグを接続した場合、スピーカ
ーから音が出ない場合があります。その際は音の設定から、ヘ
ッドセット→マイクの設定に変更するなどすると、スピーカー
から音が出せる場合があります。
詳しい設定の変更方法は各パソコンメーカー様へお問い合わせ
ください。

スマートフォンなど、設定ができない場合もありますがご了承
ください。
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ユーザーサポートについて
 ■製品に関するお問い合わせ
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認
ください。
本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 
また国外での使用、国外からのお問い合わせにはサポートを行なっておりません。
Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available 
in the Japanese language and for  
products purchased in Japan.
Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。
•	弊社製品の型番
•	ご利用のスマートフォン、タブレット、パソコンなどの型番
•	ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）
※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

個人情報の取り扱いについて
ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品や
アフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的の
ための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた
場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理
いたしますので、ご安心ください。

•	本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
•	本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
•	本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
•	本製品を安全にお使いいただくために、記載している使用方法をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
•	本製品の仕様および外観は、製品の安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
•	本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますので	ご了承ください。
•	本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必
要です。
•	イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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保証規定
 ■保証期間
1年間
 ■保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品
は対象外です。
 ■保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で

本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

 ■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。

(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、 購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。

(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。

(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱

いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

 ■修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ち

いただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）ま

た、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。 
なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場
合があります。

6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化い

たします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますよ
うお願いいたします。

8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

 ■免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠

償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきまし

ては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生

じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

 ■有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。 

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available 
for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.
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