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製品の詳細については、
GIGABYTE のWebサイトにア
クセスしてください。

ボックスの内容

5 H510M S2H マザーボード
5 マザーボードドライバディスク
5 ユーザーズマニュアル

5 SATA ケーブル (x2)
5 I/O シールド

* 上記、ボックスの内容は参照用となります。実際の同梱物はお求めいただいた製品パッケージによ
り異なる場合があります。

ハードウェアのインストール、BIOSの設定、およびドライバのインストールに関する詳
細な情報については、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。

地球温暖化の影響を軽減するために、本製品の梱包材料はリサイクルおよび再使用
可能です。GIGABYTEは、環境を保護するためにお客様と協力いたします。

背面パネルのコネクター

(注1)
(注2)

PS/2 キーボードと PS/2 マウスポート
D-Sub ポート
DVI-D ポート (注1)
DisplayPort

USB 3.1 Gen 1 ポート
RJ-45 LAN ポート
ラインイン/リアスピーカーアウト (青) (注2)
ラインアウト/フロントスピーカーアウト (緑) (注2)

HDMI ポート

マイクイン/センター/サブウーファースピーカーアウト
(ピンク) (注2)

USB 2.0/1.1 ポート

DVI-D ポートは、変換アダプタによる D-Sub 接続をサポートしていません。
7.1チャンネルオーディオを構成するには、
オーディオソフトウェアを開き、[デバイス詳細設定] 中の
[再生デバイス] にて、最初にデフォルト設定を変更する必要があります。オーディオソフトウェアの
詳細設定については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

CPU を取り付ける

CPU を取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：
• マザーボードが CPU をサポートしていることを確認してください。
(最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。)
• ハードウェアが損傷する原因となるため、CPU を取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオ
フにし、
コンセントから電源コードを抜いてください。
• CPU のピン 1 を探します。CPU は間違った方向には差し込むことができません。
• CPU の表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。
• CPU クーラーを取り付けずに、
コンピュータのパワーをオンにしないでください。CPU が損傷す
る原因となります。
• CPU の仕様に従って、CPU のホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシス
テムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準
仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、
グラフィックスカード、
メモリ、ハードドライブな
どのハードウェア仕様に従ってください。

メモリ/拡張カードの取り付け

メモリ/拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：
• マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、
ブランド、速度、お
よびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。(サポートされる最新のメモリ速度とメ
モリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)
• 拡張カードがマザーボードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属する
マニュアルをよくお読みください。
• ハードウェアが損傷する原因となるため、
メモリ/拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータ
のパワーをオフにし、
コンセントから電源コードを抜いてください。
• メモリモジュールは取り付け位置を間違えないようにノッチが設けられています。
メモリモジュ
ールは、一方向にしか挿入できません。
メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。

ドライバのインストール

「Xpress Install」はシステムを自動的にスキャンし、インストールに推奨されるすべてのドライバ
をリストアップします。Xpress Install ボタンをクリックすると、
「Xpress Install」が選択されたすべて
のドライバをインストールします。
または、矢印
アイコンをクリックすると、必要なドライ
バを個別にインストールします。
CPU、メモリモジュール、SSD、および
M.2 デバイスのサポートリストについ
ては、GIGABYTE の Web サイトにアクセ
スしてください。

ト ラ ブ ル シュ ー ティン グ 情 報 に つ い て
は、GIGABYTEのウェブサイトにアクセスして
ください。

ハードウェア取り付けに関する詳細に
ついては、GIGABYTE の Web サイトに
アクセスしてください。

アプリの最新バージョンをダウンロー
ドするには、GIGABYTE の Web サイト
のサポート\ ユーティリティリストペー
ジにアクセスしてください。

Regulatory Notices
United States of America, Federal Communications Commission Statement
Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Product Name: Motherboard
Trade Name: GIGABYTE
Model Number: H510M S2H
Responsible Party – U.S. Contact Information: G.B.T. Inc.
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: https://www.gigabyte.com
FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•• Reorient or relocate the receiving antenna.
•• Increase the separation between the equipment and receiver.
•• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
•• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Canadian Department of Communications Statement
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio
noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications. This class
B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB003 du Canada.
European Union (EU) CE Declaration of Conformity
This device complies with the following directives: Electromagnetic
Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/
EU, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.
This product has been tested and found to comply with all essential
requirements of the Directives.
European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the
European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous
substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and
DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet
RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our
efforts to develop products that do not use internationally banned toxic
chemicals.
European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic
Equipment (WEEE) Directive Statement
GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/
EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast)
directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection,
recycling and disposal of electric and electronic devices and their
components. Under the Directive, used equipment must be marked,
collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement
The symbol shown below is on the product or on its
packaging, which indicates that this product must not be
disposed of with other waste. Instead, the device should
be taken to the waste collection centers for activation of
the treatment, collection, recycling and disposal procedure.
For more information about where you can drop off your waste
equipment for recycling, please contact your local government office,
your household waste disposal service or where you purchased the
product for details of environmentally safe recycling.
End of Life Directives-Recycling
The symbol shown below is on the product or on its
packaging, which indicates that this product must not be
disposed of with other waste. Instead, the device should be
taken to the waste collection centers for activation of the
treatment, collection, recycling and disposal procedure.
Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)
Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de
l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/
UE, directive Basse Tension 2014/35/UE et directive RoHS II 2011/65/
UE. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes
européennes harmonisées applicables.
European Union (EU) CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EURichtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt. Die Konformität
mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden
Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.
CE declaração de conformidade
Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das
seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva
CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE. A conformidade com estas
diretivas é veriﬁcada utilizando as normas europeias harmonizadas.
CE Declaración de conformidad
Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes
Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva
de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU).
El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas
europeas armonizadas.
Dichiarazione di conformità CE
Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive: Direttiva sulla
compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa
tensione 2014/35/UE, Direttiva RoHS (rifusione) 2011/65/UE. Questo
prodotto è stato testato e trovato conforme a tutti i requisiti essenziali
delle Direttive.

連絡先
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
アドレス: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan
TEL: +886-2-8912-4000、FAX: +886-2-8912-4005
技術および非技術サポート(販売/マーケティング): https://esupport.gigabyte.com
WEBアドレス(英語): https://www.gigabyte.com
WEBアドレス(中国語): https://www.gigabyte.com/tw

著作権
© 2021 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.版権所有。
本マニュアルに記載された商標は、
それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。
このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更されることがありま
す。本マニュアルのいかなる部分も、
GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、
コ
ピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。
製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください：

https://www.gigabyte.com/jp

