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ShurePlus MOTIV Video   
ShurePlus MOTIV  ビデオ録画アプリ

概要
ShurePlus MOTIV ビデオ録画アプリは、あなたのモバイルデバイス用の非圧縮オーディオをインスタントビデオで録音することが

できます。デジタル信号処理（DSP）プリセットモード、調整可能なゲイン、およびステレオ幅制御を使用してサウンドをカスタ

マイズします。

特長
プラグ＆プレイで作動し、風景録画とポートレート録画をサポート

ゲイン調整の設定を含む柔軟な録音制御

モノラル及びステレオの音声機器のサポート

MOTIV マイクロホンを使用するとき、さまざまな録音状況に対応したプリセットモードがあります。

ヒント: 着信電話、メッセージ、様々な通知によって録音が邪魔されないようにするには、 機内モード と おやすみモード をオンにします。

スタンバイモード

①フラッシュ 暗い場所での撮影時にフラッシュを使用できます。

②接続デバイスの状態／記録長／フォーカスロック 接続デバイスの状態には、接続MOTIVデバイスのモデル名が表示されます。

録音時間は、時、分、秒の単位で表示されます。フォーカスおよび露出の設定に関する詳細については、「ビジュアル設定」の項目

を参照してください。

③ズームレベル 画面をピンチして、ズームレベルを調整すると、被写体をより近くで見ることができます。

④ファイル情報 ビデオフォーマットのオプションを表示します。

注：オプションの有無は、お使いのモバイル端末の仕様によって異なる場合があります。

オーディオファイル形式：（iOS）WAV、ALAC、AAC 96、AAC 128、AAC 256 （Android）AAC 96、AAC 128、AAC 256
サンプルレート： 44.1 kHz、48 kHz
ビデオの解像度：720p、1080p、4K

™
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• フレームレート：24 fps、30 fps、60 fps

⑤ カメラの切り替え 前面カメラを使用してセルフ動画を撮影できます。

⑥設定 アプリの設定スプロケットをタップすると、ライト／ダークテーマの外観の選択、バージョン情報、ヘルプ資料、フィード

バックの送信などができます。

⑦録画/停止ボタン

⑧デバイス設定 オーディオデバイスの詳細設定にアクセスします。詳細については、「デバイスセットアップ」のセクションを参照し

てください。

⑨ビデオギャラリー 録画したビデオのギャラリーを見るには、タップします。詳細については、「ビデオギャラリー」のセクションを

参照してください。

⑩グリッド / レベル / ディスプレイをオフ タップして、グリッドラインまたは簡易画像合成のためのレベルを表示します。表示さ

せたくない場合は、この機能をオフにします。また、きれいな表示がお好みの場合は、この機能をオフにしてください。

⑪デバイスのステータス 撮影に使用しているデバイスのバッテリー残量および空き容量を表示します。

⑫入力メーター／マイクゲイン入力 メーターをタップすると、マイクゲインスライダーが表示されます。録音中にタップすると、

音源の音量に合わせてマイクロホンのゲインを調整することができます。レベルが目安の範囲（入力メーターの網掛け部分）内に

収まっていることをライブで調整します。モノラルまたはステレオの入力信号の強さを表示します。

注：内蔵マイクでアプリを使用する場合、ディスプレイはAGCと表示されます。自動ゲインコントロール（AGC）により、一定の音量になるようにレベルを調整

します。ゲインをコントロールして、弱い信号をブーストし、強すぎる信号を減衰させます。ダイナミックレンジは狭くなりますが、より均一な録音になります。

撮影設定
ビジュアル設定を調整して、最も見栄えのするビデオ画像を得るようにしてください。この順番で調整することをお勧めします。

ズーム：ピンチ操作で拡大・縮小し、フレーミングして撮影できます。

明るさ: 上下にスワイプして、明るさレベルを設定します。

フォーカス：タップしてフォーカスを合わせるか、タップして長押しして、明るさとフォーカスが固定します。もう一度タップする

と、ロックが解除されます。

撮影モード
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①フラッシュ 暗い場所での撮影時にフラッシュを使用できます。

②接続機器の状態／記録長／フォーカスロック 接続機器の状態には、接続MOTIV機器のモデル名が表示されます。録音時間は、

時、分、秒の単位で表示されます。ビデオ録画中は、赤い点が点滅します。フォーカスおよび露出の設定に関する詳細について

は、「ビジュアル設定」の項を参照してください。

③ズームレベル 画面をピンチして、ズームレベルを調整すると、被写体をより近くで見ることができます。

④録画 / 停止ボタン ビデオ録画を開始および停止します。

注：動画ファイルは、モバイル端末の写真アプリに保存されます。

⑤音声の録音MOTIVVideoアプリは、録音中の音声波形を表示します。

⑥グリッド グリッド線を使用すると構図を決めやすくなります。

⑦デバイスのステータス 撮影に使用しているデバイスのバッテリー残量および空き容量を表示します。

⑧入力メーター 入力信号の強さ、信号がモノラルかステレオかを表示します。録音中にタップしてマイクロホンのゲインを調整し

ます。音量のピークが目標範囲（網掛け部分）内に収まっている必要があります。

注：録音の最大ファイルサイズは2 GBで、録音可能時間は約2時間です。この制限は、アプリのパフォーマンスを最大化するために設けています。2時間を超える

連続録音では、2つ目のファイルが生成されます。

ShurePlus MOTIV アプリを MV88 マイクロホンと使う
MOTIVアプリは、用途に最適なパフォーマンスが得られるようマイクロホン設定を調整します。MV88は前回使用した設定を記憶

しているため、録音時にすばやくセットアップすることができます。

マイクロホンの角度設定
このセクションでは、典型的な使用例の配置を示します。各種音源を録音するのに効果的な方法は、いろいろあります。水平向き

または横置きを試し、効果的なマイクの配置と設定を見つけます。

ヒント: 左右の面が適切な向きに向くようにするには、Shureの名前がマイクの上部にはっきりと見えるかどうかを確認してくださ

い。ロゴが見えない場合は、円筒部を90°回転させます。

縦向き（垂直）
マイクロホンの前面を音源に向けます。マイクロホンの左右は、MV88をLightningコネクターに差し込む向き次第でどちらの向き

にもなりますので、左と右が正しい方向に向いていることを確認してください。

横向き（水平）
マイクロホンの前面を音源に向けます。マイクロホンの左右は、Lightningコネクターに差し込む向き次第でどちら向きにもなりま

すので、MV88の左と右が正しい方向に向いていることを確認してください。
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動画インタビュー
インタビューを受ける人（カメラ画面に映る人）の音声と、インタビュアー（カメラ画面には映らない人）の声を両方捉えるに

は、ShureMOTIV アプリでMONO BIDIRECTIONALプリセットを選択します。マイクロホンの右側と左側がそれぞれの人を向くよ

うに配置します。

自動録画 (ビデオ ストリーミング)
機器を平らな場所に置き、マイクロホンをユーザーの口元に向けます。Shure MOTIV アプリで MONO CARDIOID プリセットを選

択します。

マイクロホン付きヘッドホンの接続
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ヘッドホンモニター接続ケーブル

以下の場合には、付属のヘッドホンモニター接続ケーブルを使用してください。

録音機器のヘッドホン入力に細いプラグで接続する必要がある場合。このケーブルにより太いコネクター付きのヘッドホンや

イヤホンに対応できます。

ヘッドホンに搭載されたマイクロホンを無効にしたい場合。このケーブルを使用すると、MV88からの音のみが録音され、ヘッ

ドホンに搭載されたマイクロホンからの音は録音されません。

デバイスのセットアップ
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マイクロホンの設定

①接続済みマイクステータス接続済みのMOTIVマイクロホンの名前を表示します。

② 入力メーター 入力信号の強さ、信号がモノラルかステレオかを表示します。最大音量ピークが目安の範囲（-12～0 dBの網掛け

部分）内に収まっている必要があります。

③マイクロホンゲイン/モニタリング音源の音量に合わせてゲインスライダーを調節します。調節中にヘッドホンアイコンをタップ

すると、入力モニターがオンになります。

④カスタムプリセットカラットをタップして、保存済みプリセットにすばやくアクセスできます。または［保存］ボタンをタップし

て現在の設定を新しいカスタムプリセットとして保存します。詳細については「カスタムプリセット」を参照してください。

⑤プリセットモードアプリケーションに最適なステレオ幅、イコライザー、およびコンプレッサーを設定するためのモードを選択し

ます。詳細については、「プリセットモード」の項目を参照してください。

⑥指向特性の選択スワイプして、［ステレオ］、［モノラルカーディオイド］、［モノラル双指向性］、［Rawミッドサイド］の

収音パターンから選択します。さらに、ステレオマイクロホンの収音範囲の幅を調節します。

ヒント：幅を調節する際には、マイクロホンの位置と音源のサイズを考慮します。例えば、大きなオーケストラやアンサンブルの

録音では、各楽器間のセパレーションを高めるためには広い幅のステレオイメージとすることが有効です。スピーチといった用途

では、明瞭さを高め、周囲（室内）の雑音を入らなくするには幅を狭めることが有効です。

⑦高度な機能まずプリセットモードを選択し、次に高度なコントロールを使用してオーディオ録音を微調整し、サウンドを調整し

ます。設定はマイクロホンに記録されます。これらの機能の動作方法の詳細については、「高度な機能」、「ウィンドノイズ軽減」、

「左右チャンネル入替」を参照してください。

プリセットモード
5つの選択可能なモードにより、ゲイン、ステレオ幅、イコライザー、および圧縮の設定を最適化できます。マイクロホンのレベル

を設定したら、各モードを試してベストな音を見つけます。プリセットモードは、入力信号の強さに影響を与えるため、プリセッ

トを変更した後は、必要に応じてマイクロホンのレベルを調整してください。

構成 用途 特性

スピー

チ

発言
狭いステレオ幅により背景のノイズを排除、明瞭度と豊かさを高めるイコライジン

グ、さらに軽めの圧縮が行なわれます。

歌声

ソロまたはグループでの

ボーカルパフォーマンス

中程度のステレオ幅と控えめなイコライジングにより豊かさと明瞭さを高めた自然

なサウンドです。
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2.
3.
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2.

構成 用途 特性

フラッ

ト
あらゆる用途

未加工の信号です（イコライザーやコンプレッサーは使用されません）。録音後に

音声を処理する場合に柔軟性を発揮します。

アコー

ス

ティッ

ク

アコースティック楽器や

静かな音楽

中程度のステレオ幅と透明度の高いコンプレッサーにより音のスパイクを取り除

き、静音部を引き立たせます。ディテールを強調し、全体的に自然なサウンドとし

たイコライザー設定です。

大音量

ライブ演奏や大きい音源
広いステレオ幅により音源のセパレーションを高めます。楽器の音の混濁を生じさ

せる可能性のある周波数をイコライジングにより低減し音の明瞭度を高めます。

Custom Presets
Create and save custom presets to quickly access frequently used mic settings.

Start with the preset mode that best suits your application needs.
Adjust advanced settings, like compression, for clarity and consistency.
Tap Save to rename and save your new custom preset. The original preset will remain available.
The new custom preset is added to your list.

To access saved presets:

Tap the caret (arrow) in the Preset row to view your list of available presets.
Tap custom preset and Apply Preset to instantly apply gain, equalization, compression and stereo preferences. Stereo 
preferences apply if you are using a stereo microphone for recording.

Tip: You can save a custom preset at any point by tapping Save.

高度なマイク設定
用途に応じてプリセットモードを選択したら、リミッター、コンプレッサー、イコライザーのコントロールを使用して録音サウンド

を微調整します。他の録音および録画アプリケーションを使用している場合、設定はマイクロホンに保持されます。
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Limiter
リミッターをオンに切り替えて入力スレッショルドを設定し、録音の音量ピークの歪みを防ぎます。

Compressor
圧縮なし、またはライトまたはヘビーのいずれかの圧縮を選択して、音源がダイナミックの場合の音量をコントロールします。コ

ンプレッサーはダイナミックレンジを狭めます。つまり、レベルが低い信号をブーストし、レベルが高い信号は抑えます。

ウィンド ノイズ軽減

ウィンドノイズ軽減をオンにすると、環境ノイズによるゴロゴロという雑音を減少させる低周波数カットオフフィルターが作動し

ます。付属のフォームウィンドスクリーンをウィンドノイズ軽減と併用することで、ゴロゴロという雑音と破裂音（マイクロホンに

強く当たる空気音）が抑えられます。

ウィンドノイズをさらに減少させるには、オプションのRycote ウィンドジャマーを付属のフォームウィンドスクリーンの上から被

せます。

左右チャンネル入替

ステレオ録音の場合、［左右スワップ］を使用して、左右のオーディオチャンネルを入れ替えてステレオイメージと動画を一致さ

せることができます。例えば、ビデオを使用して自分を録画する場合です。

ヒント：マイクロホン円筒部にあるLとRの表示を使用します。これにより、実際に録音を行わなくとも［左右スワップ］を設定できます。

イコライザー

プリセットモードを変更してDSPの変化を聴き、イコライザーを使って周波数の帯域をブーストまたはカットし、音をクリアにし

ます。

注：プリセットに適用されているイコライザーの状態は表示されません。ただし、詳細設定のステータスバーにあるイコライザーのグラフィックには、ユーザーが

選択したイコライザーが表示されます。

タップして、MOTIVイコライザーにアクセスします。イコライゼーションの変更はイコライザーの画像に表示されます。

EQはプリセットモードが変わるまで持続します。

™
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

iOSでMultiLensを使う
一部のiOSデバイスでは、MultiLens録画が可能です。広角、超広角、望遠、デュアル、デュアルワイド、トリプルカメラ

Apple WatchをShurePlus MOTIVと共に使用する
ShurePlus MOTIV Apple Watchアプリを使用すると、ShurePlus MOTIVオーディオアプリとビデオ録画アプリのリモートコント

ロールとして使用するときに、録音の柔軟性をより発揮します。

Apple WatchをMOTIV録音アプリに接続します。
iPhoneでWatch Appを開き、［My Watch］タブをタップします

インストール可能なアプリは、「Available Apps（利用可能なアプリ）」セクションに表示されます。

MOTIV Watchアプリを探して［インストール］をタップします

注：Apple Watchアプリのインストールについては、Appleのサポートページの追加説明を参照してください。

MOTIVマイクが電話機に接続されているとApple Watchが認識します。接続時にはマイクロホン名が左上に表示されま

す。

マイクロホンの配置は、部屋の大きさ、人の数、楽器の音量に合わせて調整を行います。可能な場合は、部屋の中を歩き

回って最も良い音が聴こえる場所を見つけます。

録音データの用途に適したプリセットモードを選択します。アプリでマイクロホンのレベルやその他の設定を調整し、ソー

スの近くにマイクロホンを配置します。

注：詳細設定は、マイクロホンを設置する前に設定する必要があります。Apple Watchアプリでは、録音のコントロール、録音の一時停止、録音の完

了、ブックマークの作成、ゲインコントロールの設定とロックのみを行うことができます。

スイッチと操作方法
録音の開始：赤色の録音ボタンをタップします

録音の一時停止：一時停止のアイコンをタップします。一時停止状態から録音を続けることができます

ブックマークの作成：ブックマークのアイコンをタップします

録音の停止：［完了］ボタンをタップします

ゲインの調整：Apple Watchのデジタルクラウンを使用します

マイクゲインをロック：ロックのアイコンをタップします

録音のヒント

通知をオフにします。
MOTIV アプリを開くと、機内モードとお休みモードを有効にするメッセージが表示されます。これは、通話、メッセージ、および

録音に雑音を加えることがあるさまざまな通知からの干渉を録音しないために、これを行うことが重要です。

注:機内モードを有効にしてから、Wi-Fiをオンに戻して、位置情報をオーディオファイルに追加します。

サンプルレートを調整します
小さなファイルの方が便利な場合、例えばダウンロード用のスピーチやポッドキャストを録音するときなどは、低いサンプルレート

を選びます。音楽やダイナミックな録音を行う場合は、サンプルレートを高くします。
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ビデオイメージの見栄えを良くする
ピンチしてズームインまたはズームアウトし、ショットをフレーミングします。上下にスワイプして明るさを設定します。タップし

てフォーカスするか、タップして長押しすると、明るさとフォーカスがロックされます。もう一度タップするとロックが解除されま

す。

モノラルでの録音
利用可能な録音時間を増やしたり、ボーカルなどの単一の音源を録音する場合にはモノラルで録音します。周囲のノイズを低減す

るメリットも得られます。Mono CardioidまたはMono Bidirectionalの指向特性を選択すると、すべてのカプセルからの音声が1つの

チャンネルにまとめられます。入力メーターには波形の上半分が表示され、モノラル録音であることを示します。MOTIVはモノラ

ル録音において他社製マイクロホンに対応します。

ステレオでの録音
MV88は、縦向きと横向きの録音に対応するため、円筒部をヒンジで前方に倒したり45度回転させることができます。マイクロホ

ンのステレオの向きを示すために、LとRのラベルが付いています。Shureロゴが上面にあるとき、ステレオイメージは正しくなりま

す。。

完全にパフォーマンスを捉えるには
音源全体を確実にキャプチャするには、演奏が始まる前に録音を開始し、後で録音を編集して無音部分をトリミングします。

注: 録音中にマイクロホンの接続が誤って外れてしまった場合、MOTIVは録音を自動的に停止します。ファイルの保存ダイアログが表示され、オーディオに名前を

付けて保存するよう促します。

オートセーブにより確実に記録します。
録音中にマイクロホンの接続が誤って外れてしまった場合、MOTIVは録音を自動的に停止します。ファイルの保存ダイアログが表

示され、オーディオに名前を付けて保存するよう促します。

ビデオギャラリーを使った動画の閲覧・共有
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待受画面のビデオサムネイルをタップすると、モバイル端末に保存されているビデオのギャラリーが表示されます。ここでは、ビデ

オの長さ、解像度、サンプルレート、ビデオが最初に録画された日時など、各ビデオの情報を見ることができます。

共有したいビデオを選択して、ビデオを共有します。共有アイコンをタップすると、利用可能な共有オプションが表示されま

す。

注：共有オプションを使って、お使いのデバイスの写真アプリにビデオを保存することができます。

巻き戻しや早送りで、リストの次のビデオを見ることができます。

ビデオを削除して、より多くの録画のためのスペースを確保します。

カメラに戻る

カメラアイコンをタップすると、動画撮影アプリのカメラモードに戻ります。

ギャラリーソート

ソートアイコンをタップすると、ビデオギャラリーをソートするためのオプションが表示されます。録画したビデオを一覧で見る、

サムネイルで見る、カードで見る（サムネイルを全画面表示する）など、さまざまな方法で見ることができます。

トラブルシューティング
問題 解決策

マイクロホンが接続されている

が、音量メーターに信号が示さ

れない

マイク使用に当たり、MOTIVアプリにマイクロホンの使用許可を与えるため、［設定］ > 
［プライバシー］ > ［マイクロホン］の下にある録音機器用プライバシー設定を編集しま

す。

マイクロホンが接続されている

のに検出されない

アプリがマイクロホンを認識するようにケーブルの接続を解除して再接続します。ステータ

スバーにマイク名が表示されれば、接続が安全であることが分かります。

音質が悪い、または遠くに聴こ

える

内蔵マイクロホンではなくMOTIVマイクロホンから音声を得ていることを確認するため、マ

イクロホンを取り外して接続し直します。ステータスバーにマイク名が表示されれば、接続

が安全であることが分かります。

ヘッドセットを接続すると音質

が変わる

インラインマイクロホン付きのヘッドセットは、接続されたオーディオ機器を上書きするこ

とができます。必ずヘッドセットを先に、MOTIVマイクを最後に接続することを確認してく

ださい。

音が歪む
オーディオメーターを見て、音量のピークが目安の範囲内（グレーの範囲）になるようにし

ます。レベルが入力メーターの赤色の表示に達している場合にはゲインを下げます。
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問題 解決策

ステレオチャンネルの左右が動

画と一致しない

録音機器の向きによっては、MOTIV設定で左右スワップを行う必要が生じる場合がありま

す。オーディオがすでに録音済みの場合は、ほとんどのオーディオ編集ソフトウェアで左右

のチャンネルを入れ替えることができます。

オーディオがビデオと同期して

いない

フレームレートや解像度の低いサイズに切り替えてください。システム負荷の少ないフレー

ムレートを使用することで、より良いパフォーマンスを達成できるかもしれません。

オーバーヒートによる録音停止

MOTIV Videoアプリは、デバイスの過熱に対応するため、メーターと波形表示を無効化しま

す。デバイスがオーバーヒートし続けると、MOTIVは録音を保存し、アプリをシャットダウ

ンします。新しい録音を開始する前に、デバイスが冷却されたことを確認してください。

ファイルを共有できません。

ファイルが大きすぎて共有できない場合、ファイルサイズを小さくするためのいくつかのオ

プションがあります。

モバイルデバイスをコンピューターに接続し、iTunesのようなファイル転送を使用して、デ

スクトップにファイルをダウンロードします。

トラックを2つに分割し、両方のファイルをエクスポートし、オーディオ編集ソフトウェアを

使用してそれらを再結合します。

一般的なトラブルシューティン

グ

アプリが最新バージョンに更新されていることを確認します。

お使いの携帯電話のオペレーティングシステムが最新バージョンに更新されていることを確

認します。

別の接続ケーブルや別のデバイスを使用して、マイクロホンがどのように動作するかを確認

します。

アプリケーションを閉じて再起動します。

デバイスの電源を落として再起動するとキャッシュがクリアされ、ソフトウェアのパフォー

マンスを向上させることができます。

システム要件
システム要件および互換性：iOS

iOS：iOS 14以降
iPhone：iPhone 6s以降
iPod Touch：第7世代

注：iPad Pro（USB-C）はサポートされていません。

iPadをUSB-Cで使用する
USB-Cケーブルを使って、MOTIVマイクを搭載したiPadに録音することが可能です。ただし、調整できるのはマイクゲインのみで

す。MOTIVのすべての機能を使用するには、ShurePlus MOTIVアプリを使用している2台目のデバイス（iPadは不可）にMOTIVマ

イクロホンを接続してください。この2台目のデバイスで、録音状況に合わせてマイクロホンの設定を調整することができます。設

定はMOTIVのマイクロホンに保持され、iPadに再接続すると、選択した設定で録音できるようになります。

覚えておいてください。iPad（USB-C）は、MOTIVマイクロフォンのゲイン調整のみに対応します。すべての機能を利用するに

は、マイクロホンを互換性のあるデバイスに接続し、MOTIVアプリで設定を行います。マイクロホンはiPadと連携するための設定

を保持します。
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システム要件および互換性：Android
以下を備えているすべてのAndroid機器で作動します。

Android Pie 9.0以降
USBホストパワーであること ≥100 mA
USB Audio Class 1.1以降対応

Androidは、Google Inc.の商標です。

注：サポートされるAndroidデバイスについては、https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibilityを参照してください。

仕様
MFi認証取得済
取得済

DSPモード（プリセット）

スピーチ/歌唱/アコースティック/ラウド/フラット

指向特性
ステレオ幅調節可能/Mono Bidirectional/Mono Cardioid/Mid-Side

Stereo Principle
Mid-Side

サポートされるオーディオフォーマット
iOS

WAV, AAC (最大256 KHz)

サポートされるオーディオフォーマット
Android

AAC (最大256 KHz)

周波数特性
20 Hz ～ 20,000 Hz

調整可能なゲイン範囲
0 ～ +36dB

感度
-37 dBFS/Pa @1 kHz [1] [2]

最大SPL
120 dB SPL [2]

リミッター

搭載

https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility
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1.
2.

コンプレッサー

搭載

イコライザー

5バンド

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]最小ゲイン、フラットモードの場合

認証
ユーザー情報
本機器はテストされFCC規定パート15に従いクラスBデジタル機器に適合しますが、制限があります。本機器は電磁波を発生、使

用または放射する場合があります。メーカーの取扱説明書に従って設置して使用しないと、無線およびテレビの受信に妨害を引き

起こす可能性があります。

注記：FCC規制では、Shure社によって明示的に承認されていない変更または修正を加えると、この機器を操作する権利が無効に

なることが規定されています。

これらの制限は、住宅地域において設置する際、有害な電波干渉から機器を適度に保護するためのものです。本機器は電磁波を

発生・使用し、放射する場合があります。取扱説明書に従って設置しないと無線通信に電波干渉が起こります。また、設置状況に

関わらず妨害を引き起こす可能性もあります。本機器によりラジオやテレビの受信に電波干渉が起こるようであれば（これは、機

器の電源を一度切ってから入れるとわかります）、次の手段を1つまたは複数用いて電波干渉を防いでください。

受信アンテナを別の方向に向けるか、別の場所に移す。

機器と受信機の間の距離を広げる。

受信機を接続しているコンセントとは別の回路にあるコンセントに機器を接続する。

販売店または熟練したラジオ/TV技術者に相談する。

本装置はFCC規制第15部に準拠しています。操作は次の2つの条件の対象となります:

装置は有害な干渉を起こしてはならない。

装置は、望まない操作を起こす干渉を含め、あらゆる干渉を受け入れなければならない。

産業のカナダICES-003コンプライアンスレベル：CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

注：テストは、同梱および推奨のケーブル使用に基づきます。シールド（スクリーン）型以外のケーブルを使用した場合はEMC性能が低下します。

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

CE適合宣言書は以下より入手可能です：www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認定代理店：

Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
TEL：+49-7262-92 49 0
Eメール：info@shure.de
www.shure.com

Made for iPad (5th generation), iPad (6th generation, iPad (7th generation, iPad (8th generation), iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 
Mini 4, iPad Mini 5, iPad Pro 9.7-inch (1st generation), iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro 10.5-inch 2017 (2nd 
generation), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 
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iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, 
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPod Touch (7th generation).

iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, 
and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Mac およびLightning は、Apple Inc.の登録商標です。
® ®
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