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 English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are 
available in multiple languages at http://downloads.kinivo.com

 français: Merci d’avoir choisi Kinivo. Nos modes d’emploi sont 
disponibles en plusieurs langues sur http://downloads.kinivo.com

 Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere 
Bedienungsanleitungen sind unter http://downloads.kinivo.com in 
mehreren Sprachen verfügbar

 español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario 
están disponibles en varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

 italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali 
utente sono disponibili presso http://downloads.kinivo.com

 日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございま
す。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧い
ただけます。



目次

  重要な安全上の説明 ..................................................... 4
  パネルの説明 .............................................................. 5
  接続方法略図 .............................................................. 6
  機器・K500接続方法  .................................................. 6
  赤外線リモートコントロール .......................................... 7
  仕様 ......................................................................... 8
  保証 ......................................................................... 9
  オンラインサポート・お問合せ ....................................... 10



K500 HDMI スイッチ4

重要な安全上の説明

HDMI スイッチをご使用になる前に、安全および使用上の説明をよくお
読みください。

1. 感電の危険防止のため、本体のカバーは外さないでください。修理
はすべて、資格のある修理担当者にご依頼ください。

2. スイッチを水の近くでご使用にならないでください。
3. クリーニングの際は乾いた布をご使用ください。
4. 本棚、作り付けの棚等、締め切った場所に取り付けたり、保管した

りしないでください。本体は風通しの良い場所に保管ください。
5. 感電または火災の危険防止のため、本体の通気口をふさがないでく

ださい。
6. ラジエータ、ストーブ、温風吹出口等、高温となる場所の近くには

置かないでください。
7. 雷の時、長期間ご使用にならない時には電源プラグを抜いてくださ

い。
8. コンセント付近等で電源コードがはさまれることのないよう保護し

てください。
9. 付属品・アクセサリはメーカー指定のものをご使用ください。
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パネルの説明

ID 説明
1 電源インジケータLED
2 赤外線レシーバー
3 出力インジケータLED
4 入力インジケータLED
5 スイッチボタン
6 出力ポート
7 入力ポート
8 電源ポート (DC~5V )

電源 出力

出力

入力1

入力1

入力2

入力2

入力3

入力3

入力4

入力4

入力5

入力5

スイッチ

正面パネル

背面パネル
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接続方法略図

機器・K500接続方法 
1. AC アダプターケーブルをK500に接続し、アダプターをコンセント

に差し込みます。
2. HDMIのソースデバイスをK500 HDMIスイッチの入力ポートに接続

します。
3. K500の出力ポートに差し込んだHDMIケーブルをテレビの入力ポ

ートに接続します。入力機器・出力機器の両方に25フィート未満の 
HDMIケーブルを使用するのが最適な方法です。

4. AC電源アダプターをK500 HDMIスイッチに差し込み、次に壁のコ

入力1入力2入力3入力4入力5出力

HDMIケーブル

HDMIケーブル

ゲームコンソール

ケーブルボックスまたはDVR DVDプレーヤー プレイステーション

HDMI入力
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ンセントに差し込みます。
5. スイッチ正面パネルにはLEDインジケータが7つあり、スイッチの各

入力を表しています。入力ポートからの信号はいずれも出力ポート
へ送られます。それぞれの入力ポートから信号を送るには入力ボタ
ンを押してください。

同梱の赤外線リモートコントロールは、各入力ポート間の切替にも使用
します。リモートコントロールの詳細は赤外線機能の項目をご覧くださ
い。

赤外線リモートコントロール

2

1

3

4

5

1

2電源
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機能

仕様
  HDMI v1.4対応
  HDCP V1.3対応
  ウルトラHD 4K x 2K、1080pまでの解像度に対応
  フルHD スイッチ、ウルトラHDディスプレイ1台につき 複数のウル

トラHDソース機器
  3DTV パススルー
  48ビットの色深度をサポート
  対応音声フォーマット：DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/

Dolby- AC3/DSD
  最大データレート3.4Gbps/ TMDSをサポート
  最大15db のTMDS入力等化（伝送距離：≤15M AWG24）　　　 　

電源： +5V/2A
  動作温度：5 ～131°F (-15 ～ +55°C) (湿度：5-90% RH)
  寸法： 4.33” x 2.36” x 0.78” (110x60x20mm)

1 1、2、3、4、5でHDMI入力を直接選択

2 ボタンを押してスタンバイモードにする / HDMIスイッチの電
源を入れる
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保証

1 年間ハードウェア限定保証

Kinivo社は、本製品が、正常なご使用状況では適切に使用できる状態
にあること、素材または製造に欠陥のないことをご登録のお客様に対し
て、ご購入日より１年間保証いたします。製品は、各検査項目において
最高の品質基準を満たすようテストされております。万が一製品に欠陥
が認められた場合、弊社にて無償で修理または交換させて頂きます。交
換が必要な場合、弊社による同製品の取り扱いが終了していたときに
は、Kinivo社は同様の品質・サイズで、使用目的に合致する代替製品と
交換する権利を留保します。

本保証は当該製品の修理または交換のみに適用され、譲渡はできませ
ん。また、誤ったご使用や天災地変、またはKinivo社が制御できない一
切の事由により破損した製品には適用されません。本保証は、上記の限
定保証内容に違反した結果生じた付随的または間接的損害については適
用されず、弁償または支払いを行わないものとします。上記の限定保証
を除いて、当社は他のいかなる明示または黙示の保証も提供しません。
また、本保証書に明示された限定保証以外の保証は、商品性の黙示的保
証、特定の目的への適合性の黙示的保証を含むいかなる保証も、すべて
放棄します。

お客様の製品がご使用になれない場合、または気がかりな点等ございま
したら、返品をされる前に Kinivo 社サポートまでお問い合わせくださ
い。 
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オンラインサポート・お問合せ

support.kinivo.com またはwww.kinivo.com にて、サポートに関する
情報、ダウンロード、使用法の説明をご覧ください。または、Eメール、
チャットでお問合せください。（詳細は下記参照）

Kinivo 製品サポート

Eメール : support@kinivo.com

チャット: http://support.kinivo.com
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このページは空白



Kinivo 製品サポート
オンライン: http://support.kinivo.com
Eメール    : support@kinivo.com

年間 
ハードウェア限定保証1

中国製
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