
ゲーム機対応ステレオヘッドセット
HS-GM20 シリーズ
ユーザーズマニュアル

このたびは、ゲーム機対応ステレオヘッドセット "HS-GM20" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは "HS-GM20" シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。
また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて "HS-GM20" シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために
■■絵表示の意味

 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災 ･感電などによる死亡
や大けがなど人身事故の原因になります。

 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけ
がをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけないこと」を示します。

「しなければならないこと」を示します。

「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載していま
す。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ず
お読みください。

 警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止
し、本製品を接続機器から取り外してください。そのまま使用すると、
火災や感電の原因になります。
本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常
があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器をシャットダウンさせ、
やけどに注意した上で、発熱がおさまっていることを十分確認した
後で、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お
買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター
までご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因にな
ります。
本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品
が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取
り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコ
ム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、
故障の原因になります。
故障時の保証の対象外となります。
本製品を火中に投入しないでください。
破裂により火災やけがの原因になります。
コネクターはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工し
たり、無理に曲げたりしないでください。
火災や感電の原因になります。
ヘッドホンを大音量で長時間使用しないでください。聴力に悪い影
響を与える可能性があります。常に適度な音量でご使用ください。

 注意
本製品を次のようなところには置かないでください。
●●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、●
暖房器具の周辺など高温になるところ
●●多湿なところ、結露をおこすところ
●●平坦でないところ、振動が発生するところ
●●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
●●ほこりの多いところ
本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないとこ
ろで使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因と
なります。
ヘッドホンのプラグを抜く時は、コードを引っ張らないで必ずプラ
グを持って抜いてください。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従っ
て処分してください。

お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、す
べてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期してお
りますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの
販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡くださ
い。
●●ヘッドセット本体●............................................................1 個
●● 延長ケーブル●....................................................................1 個
●● ユーザーズマニュアル（このマニュアルです）●.............1 部

各部の名称
①	ヘッドバンド
アジャスターで使いやすい長さに調節できます。
②	フレキシブルマイクアーム
マイクを最適な位置に調整できます。
③	マイク
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクです。
④	コントローラー
⑤ボリューム
ボリュームを調整します。
⑥マイクミュートスイッチ
マイク入力をミュートします。

⑦	φ 3.5mm4極ミニプラグ
ゲーム本体やコントローラーのヘッドホン端子に接続します。

①

②

⑦

③

④
⑤

⑥

PlayStation®4 からの音声出力の設定を変
更します。
初期設定ではチャットの音声のみがヘッド
セットから出力されるようになっています。

1	機能画面で、「設定」-「周辺機器」-「オー
ディオ機器」を選択します。

2	「ヘッドホンへの出力」を選択して［○］ボ
タンを押します。

3	「すべての音声」を選択して、［○］ボタン
を押します。

チャット音声を含めたすべての音声を
本製品に出力することができるように
なりました。

●

Step1 ヘッドセットを接続する
1	本製品のφ3.5mm4極ミニプラグを
PlayStation®4のコントローラーのヘッド
ホン端子に接続します。

2	本製品が自動的に認識され、画面左上にメッ
セージが表示されます。

PlayStation®4 で使用する

Step2 音声出力を変更する

1	携帯モードの場合は本製品のφ3.5mm	
4極ミニプラグをNintendo	Switch 本
体のヘッドフォン端子に接続します。

	
TVモード、テーブルモードの場合は付
属の延長ケーブルを使用してください。
Nintendo Switch 本体の
ヘッドフォン端子

付属の延長ケーブル 本製品

2	本製品が自動的に認識されます。

ヘッドフォン出力とマイク入力が1つになったヘッ
ドセット端子（CTIA規格準拠）を搭載したパソコン、
スマートフォン、タブレットなどでも本製品は使用
できます。

ヘッドセット端子

ヘッドフォン出力端子とマイク入力端子を
別々に搭載したパソコンでは使用できませ
ん。

ヘッドフォン出力端子

マイク入力端子

使用できません

Nintendo Switch で使用する

Step1 ヘッドセットを接続する

その他の機器で使用する



基本仕様
製品名 ステレオヘッドセット
製品型番 HS-GM20BK/HS-GM20WH

対応機種

PlayStation®4
Nintendo●Switch
φ3.5mm4 極ミニジャックのヘッド
セット端子（CTIA 規格準拠）を搭載し
たWindows パソコン、スマートフォ
ン、タブレット

インターフェイス φ3.5mm4極ミニプラグ
（CTIA 規格準拠）

ケーブル長 約 1.0m＋約 1.5m延長ケーブル付属
重量 124●g（ケーブル含まず）

外形寸法 幅164×奥行75×高さ180mm●
（ケーブル含まず）

装着方式 大型オーバーヘッドタイプ
ヘッドホン
スピーカー方式 ダイナミック型（ステレオ）
ドライバー	
ユニット 直径 40mm

最大許容入力 50●mW
インピーダンス 32 Ω
周波数帯域 20 ～ 20,000●Hz
ボリューム調整 有

マイク
アーム長さ 120●mm
ミュート機能 有
指向性 無指向性
入力感度 -34dB ± 3dB
インピーダンス 2.2k Ω
周波数帯域 100 ～ 10,000Hz

	保証規定	
■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。

■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。
（2）●購入日が確認できる購入証明書（レシート・納品書など）をご提示

いただけない場合。
（3）●購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
（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）●通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、

振動等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、落下等によ

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）●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（レシート、納品書など）を本製品に添え
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。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。尚、
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.●有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等
は返却いたしかねます。

■免責事項
● 7.●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等の損害賠償責任は、本製品購
入代金を上限とさせていただきます。

● 8.●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等につきましては、弊社は一切
責任を負いかねます。

■有効範囲
● 9.●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
●10.●本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

こんなときは
PlayStation®4 でマイクの入力音量が小さい、■
または大きすぎる

次の方法で、マイクの入力感度を調整してください。

1	機能画面で、「設定」-「周辺機器」-「オーディオ機器」を選
択します。

2	「マイクレベルを調整する」を選択して［○］ボタンを押し
ます。

3	マイクに向かって声を出し、ヘッドホンから聞こえる音
声を確認しながら、スライダーを動かしてマイクレベル
を調節し、「OK」を選択して［○］ボタンを押します。

Nintendo■Switch でヘッドホンの音量が小さい

次の方法で、「ヘッドホンの最大音量を下げる」をOFFにし
て、Nintendo●Switch 本体の音量を調整してください。

1	ホーム画面で、「設定」を選択して、［A］ボタンを押します。

2	「本体」-「ヘッドホンの最大音量を下げる」を確認します。

3	「ヘッドホンの最大音量を下げる」がONになっている場
合は、［○］ボタンを押して、OFFにします。

4	Nintendo	Switch 本体の音量を調整します。

Fortnite（Nintendo■Switch 版）でボイスチャット
が使用できない■

Fortnite（Nintendo●Switch 版）で特定の操作を行った場合
にボイスチャットが使用できなくなる場合があります。
下記の方法をお試しください。
■■みまもり設定がONになっていませんか ?

みまもり設定の内容によっては、Fortnite●のボイスチャット
機能が制限される場合があります。
Fortnite●起動前にみまもり設定をOFFにしてください。

みまもり設定を
「OFF」に

※ ●Fortnite●起動後にみまもり設定をOFFにしても、ボイ
スチャットは有効になりません。●
Fortnite●を一旦終了して、みまもり設定をOFFにして
から再起動をしてください。

■■Fortnite を再起動してみてください
Fortnite のボイスチャットを使用している状態から、
Nintendo●Switch 本体のスリープ、または回線の切断など
でEpic●GamesアカウントがFortnite からログアウトされ
た場合、ログインし直してもボイスチャットだけ復帰しない
場合があります。
この場合は、Fortnite を再起動してください。

1	ホーム画面で、「X」ボタンを押します。
2	「終了する」を選択します。

3	再度、Fortnite を開始します。
上記手順を行っても、ボイスチャットが機能しない場合は、
上記手順を自分と通話相手の双方で行った後、再度ボイス
チャットをお試しください。

■■ゲーム内設定のプッシュトゥトークをオフにする、また
はプッシュトゥトークをコントローラーのボタンに割り
当ててください

Fortnite●には「プッシュトゥトーク」という、指定のボタン
を押している際のみ相手に音声を送る機能が搭載されていま
す。
プッシュトゥトークをONにした場合、試合中以外のロビー
画面等ではボイスチャットが使用できない状態になります。
また、初期設定ではプッシュトゥトークボタンはコントロー
ラーに割り当てられていません。
ボイスチャットを使用するためには、ボタンにプッシュトゥ
トークを割り当てる必要があります。
以下は Fortnite（2019 年 4月時点）を例にプッシュトゥ
トークの設定方法です。詳細な手順については、Fortnite
のマニュアルやメーカーにお問い合わせください。

プッシュトゥトークをオフにするには
1	ゲーム内の「設定」を選択します。

2	「オーディオ」を選択し、「プッシュトゥトーク」を「オフ」
にします。

コントローラーにプッシュトゥトークを割り当てるには
1	ゲーム内の「設定」を選択します。

2	「コントローラー」を選択し、「カスタム」を選択して、任
意のボタンに「プッシュトゥトーク」を割り当てます。

©2019 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. 
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ユーザーサポートについて
【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012
[ 受付時間 ]
10:00 ～ 19:00
年中無休

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、お問い合わせには日
本語によるサポートに限定させていだきます。

ステレオヘッドセット　HS-GM20シリーズ
ユーザーズマニュアル
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•●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。
•●本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更す
る場合があります。
•●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。
•●"PlayStation" は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテイ
ンメントの登録商標です。
•●"Nintendo●Switch" は任天堂の登録商標です。
•●Epic●Games、Fortnite は、米国およびその他の国々における
Epic●Games,●Inc. の商標または登録商標です。
•●その他本マニュアルに記載されている会社名 ･製品名等は､ 一般
に各社の商標または登録商標です。


