
取扱説明書
シートバックリアビジョン専用ヘッドレストスピーカー

SHS-N400T
本製品はアルパイン製シートバックリアビジョン（SXH10T）と組み合わせて
使用する赤外線ヘッドレストスピーカーです。
商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に付属の取扱説明書をよくお読
みください。

仕様
【送受信システム】
送信方式 赤外線FM変調、ステレオ、2周波タイプ
搬送波周波数 Ach L側：2.3MHz、Ach R側：2.8MHz、Bch L側：3.2MHz、Bch R側：3.8MHz
赤外線波長 850～ 900nm
再生周波数帯域 400～ 15kHz

【スピーカー】
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニット φ27mm
最大出力 0.5W+0.5W
入力端子 φ3.5mmステレオミニジャック
電源 単3形アルカリ乾電池×4（別売）、または単3形ニッケル水素電池×4（別売）
連続使用時間 約8時間（1kHz正弦波 30mW+30mW出力時）
外形寸法 H36×W192×D108mm
取付可能シャフト寸法 直径：φ12mm～φ14mm、シャフト幅（外側同士）：117mm～168mm
質量（電池除く） 約270g

【送信機】
電源 DC5V（USB TYPE-A）
入力端子 φ3.5mmステレオミニプラグ　ケーブル長：約90mm
外形寸法（ケーブル部除く） H37×W61×D26mm
質量 約25g
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 ●ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正
しくお使いください。お読みになった後も、説明書
を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守
らなかったことによる事故やケガに対して、当社は
責任を負いかねます。
 ●この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に
防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。 
内容をよく理解してから本文をお読みください。

 ■ 誤った使用をした場合に生じる危害・損害の
程度の説明

この表示を無視して、誤った取
り扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う可能性が想定され
る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取
り扱いをすると、人が軽傷を負
う危険が想定される内容および
物的損害の発生が想定される内
容を示しています。

 ■ お守りいただく内容の説明

必ず実行していただく強制の内容を示し
ています。

禁止（やってはいけないこと）の内容を示
しています。

注意（警告を含む）しなければならない内
容を示しています。 

説明書に従って、取り付け・配線をす
る
作業は、手順通りに正しく行ってください。
火災・事故の原因になります。

コード類は運転操作の妨げとならない
ように束ねる
ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなど
に巻き付くと、交通事故・故障の原因になり
ます。 

電池・ネジなどの小物類は、幼児の手
の届かないところに保管する
誤って飲み込み、事故・ケガの原因になりま
す。飲み込んだ場合には、ただちに医師に
相談してください。 

分解・改造をしない
特にコードの被覆を切って他の機器の電源
を取るのは、絶対におやめください。事故・
火災・感電の原因になります。

視界を妨げる場所、ハンドル・変速レ
バーなど運転操作を妨げる場所、同乗
者に危険を及ぼす場所には、取り付け
ない
事故・ケガの原因になります。

エアバッグの近くに取り付け・配線を
しない
エアバッグの動作を妨げ、死亡事故・ケガの
原因になります。

安全のために必ずお読みください
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コード類を車体やネジ部分、シート
レールなどの可動部にはさんだり、突
起部に当てないよう配線する
断線やショートにより、感電・火災の原因に
なります。

コード類の配線は、車体の高温部に接
触させない
火災や感電の原因になります。 

水のかかるところ、湿気やホコリの多
いところには取り付けない
火災・故障の原因になります。 

取り扱い上のご注意
 ●本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない 
本機側の雑音や誤動作の原因になったり、電話や無
線機の正常な送受信ができなくなる場合がありま
す。電話や無線機は、本機から離れてご使用になる
ことをおすすめします。また、リモコンスターター・
カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があり
ます。
 ●大きな音量で聴き続けると製品は徐々に熱くなって
きます。温度上昇は異常ではありませんが、煙が出
たり変な臭いがした場合は直ちに使用を中止してく
ださい。

必ずお読みください
 ●仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場
合があります。
 ●本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、
実物と印象が相違する場合があります。
 ●不明な点はお買い上げ店、インフォメーションセン
ターにお問い合わせください。
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各部の名称と機能

●ヘッドレストスピーカー
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＜表側＞

＜裏側＞

① 電源ランプ
電源がONの時に点灯します。

② 内蔵スピーカー
③ ヘッドレストシャフト取付部
車両のヘッドレストシャフトを通します。

④ チャンネル切替スイッチ
送信機に合わせてAまたはBに設定します。

⑤ 受信部
送信機からの音声を受信します。

⑥ 電源ボタン
電源をON/OFF します。

⑦ 音量ダイヤル
スピーカーの音量を調節します。

⑧ 外部入力端子
別売の音声再生機器を接続します。

●送信機
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＜表側＞

＜裏側＞

① 送信部
ヘッドレストスピーカーへ音声を赤外線で送
信します。

②  USB端子
SXH10Tの USB（充電用）コネクターに接
続します。

③ 外部入力端子
SXH10T のヘッドホンコネクターに接続し
ます。

④ チャンネル切替スイッチ
ヘッドレストスピーカーに合わせてAまたは
Bに設定します。

⑤ 電源ランプ
電源がONの時に点灯します。
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取り付けと接続

取付概要図

送信機

ヘッドレスト
スピーカー

アルパイン製シートバック
リアビジョン（別売）

1列目の
ヘッドレスト

2列目の
ヘッドレスト

適合について
本製品は以下の寸法範囲で取付可能です。取り付けの前に各部の寸法が適合範囲内であ
ることを確認してから取り付けてください。

【全車共通】

　 ヘッドレストシャフト径が
12ｍｍ～14ｍｍ

ヘッドレストシャフトの外側間隔が
117ｍｍ～168ｍｍ

【ショルダー部が高い場合】
ショルダー間が 200mm以上

【片側にシートベルトなどがある場合】
シートベルト部～シャフト穴間が
20mm～40mm※以上

※ヘッドレストシャフト取付部の
　最外側～最内側の数値です。
　シートベルト部を避けて取り付
　けた場合、本体の固定位置が
　左右にずれる場合があります。

付属品
ヘッドレストスピーカー シリコンカバー 送信機 取扱説明書

×2 ×2 ×2 ×1
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5.  ヘッドレストスピーカーをヘッドレス
トに取り付けます。

ヘッドレストシャフトの幅に合わせてヘッド
レストシャフト取付部を調整してください。

ヘッドレストシャフト取付部

ヘッドレスト

ヘッドレスト
スピーカー

F

6.  ヘッドレストをシートに取り付けます。

シート

ヘッドレスト

F

送信機の取り付け

1.  組み合わせるヘッドレストスピーカー
とチャンネルを合わせます。
運転席側と助手席側が同じチャンネルにならない
ように設定してください。
＜送信機裏側＞

ヘッドレストスピーカーと
チャンネルを合わせます。

A B

2.  アルパイン製シートバックリアビジョ
ンに送信機を接続します。

HDMI

送信機

ヘッドホン
コネクター

USB（充電用）
コネクター

送信機

アルパイン製
シートバックリアビジョン
（SXH10T）
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ヘッドレストスピーカーの取り付け

1.  電池ケースをヘッドレストスピーカー
から取り外します。
両側のツメを押しながら、電池カバーを手前に引
き出します。

ヘッドレストスピーカー

電池ケース

ツメ

2.  単3形アルカリ乾電池（別売）を入れ
て、電池ケースを取り付けます。

ヘッドレスト
スピーカー

単3形アルカリ乾電池
（4本）（別売）

※”カチッ”とツメがかかるまで
　しっかりと押し込んでください。

単3形アルカリ
乾電池
（4本）（別売）

※乾電池の⊕⊖の向きに注意してください。

電池ケース

3.  組み合わせる送信機とチャンネルを合
わせます。
運転席側と助手席側が同じチャンネルにならない
ように設定してください。

B

＜ヘッドレストスピーカー裏側＞

送信機とチャンネルを
合わせます。

A

4.  シリコンカバーをヘッドレストスピー
カーにかぶせます。

ヘッドレストスピーカー

シリコンカバー
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（平成29年10月現在）

お問い合わせ窓口
 ●製品に関するご相談/お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
 ●修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
 ●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

＜電話でのお問い合わせ＞ 
TEL: 0570－ 006636

※ 全国どこからでも市内通話料金で 
ご利用頂けます。 
（携帯電話・PHS：20秒 10円）
　一部の IP電話など、接続できない場合は 
次の番号をご利用ください。  
TEL：03-6704-4926

＜メールでのお問い合わせ＞ 
ホームページのお問い合わせ 
フォームより受け付けています。

<FAXでのお問い合わせ>
FAX： 045－ 522－ 8700

 •電話受付時間 （日、祝日、弊社休業日を除く） 
月～金： 9：30 ～ 17：30 
土曜日： 9：30 ～ 12：00　13：00 ～ 17：00
 •アルパインホームページ http://www.alpine.co.jp 
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介して
います。

修理ご相談窓口
問い合わせ窓口 電話番号 住所 管轄エリア

アルパインカスタマーズサービス（株）
東日本サービスセンター

048-664-9711 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2
北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/
宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/
東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/
長野県/山梨県

アルパインカスタマーズサービス（株）
西日本サービスセンター

06-6386-4130 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14

静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/
富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/
和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/島根県/
鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/
徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/
熊本県/長崎県/鹿児島県/宮崎県/沖縄県

使いかた
1. エンジンキーをONにして、リアビジョンの電源をONにします。

送信機の電源ランプが点灯していることを確認してください。

2. ヘッドレストスピーカーの電源ボタンを押し、電源をONにします。
ヘッドレストスピーカーの電源ランプが点灯していることを確認してください。

※ 終了する際は、必ず電源ボタンを押して、電源をOFFにしてください。

3. 音量ダイヤルでスピーカーの音量を調節します。

ヘッドレストスピーカーと送信機のチャンネル設定

運転席側の
ヘッドレスト
スピーカー

運転席側の
送信機

前後同士で同じチャンネルに
設定します。

※運転席側と助手席側が同じ
　チャンネルにならないよう
　にしてください。

助手席側の
送信機

A A

助手席側の
ヘッドレスト
スピーカー

B B


