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安全に関する重要な注意事項

安全に関する重要な注意事項
 X 本製品をお使いになる前に、本取扱説明書をよくお読
みください。.

 X 製品を第三者に渡す場合は、必ず本取扱説明書も一
緒に渡してください。

 X 不備があると分かっている製品を使用しないでくださ
い。

健康被害と事故の防止

 X 聴覚の損傷を防ぐため、長時間にわたり大音量で聴
かないでください。

 X 本製品は永久磁場を発生するため、イヤーカップと心
臓ペースメーカーや植え込まれている除細動器との
間隔を常に 10 cm 以上保ってください。

 X 事故や窒息の危険防止のため、製品、アクセサリ、およ
び梱包用部品を子どもやペットの手が届く場所に置
かないでください。

 X 特別な注意を要する状況で本製品を使用しないでく
ださい。

製品の損傷や誤動作の防止

 X 腐食や変形を防止するために、製品を常に乾燥した
状態に保ち、極度に高温の場所（ヘアドライヤーやヒ
ーターのそば、直射日光の下など）に置かないでくだ
さい。

 X Sennheiser が指定または推奨する付属品/アクセサリ
ーのみを使用してください。

 X 製品を拭く場合は、柔らかく乾いた布を使用してくだ
さい。

 X 本製品は、必ずワイヤレス Bluetooth® 通信が可能な
環境でご使用ください。

ご使用上の注意点/責任

URBANITE XL WIRELESS は、携帯電話、タブレット、コン
ピュータ、その他の Bluetooth 機器と以下の Bluetooth 
プロファイルにより無線通信を行うことを目的としたア
クセサリです。HFP (Hands-Free Profile)、HSP (Headset 
Profile)、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)。

本取扱説明書に記載されていない用途で本製品を使用
した場合は、不適切な使用とみなされます。

本 製 品 および 本 製 品 の 付 属 品 / アクセ サリを 悪 用
したり誤 用したりした 結 果として生じる損 害 につ い
て、Sennheiser は責任を負いません。その場合、ユーザ
ーはリスクを負うことになります。

Sennheiser は、USB 仕様外の USB 機器に対する損傷に
ついて責任を負いません。

Sennheiser は、残量が非常に少なったり古い充電式電
池または Bluetooth 送信範囲外による接続不良の結果
として生じる損害に対して責任を負いません。

充電式電池の安全上の注意事項

警告
充電式電池を乱暴に取り扱ったり正しくない方法で使用す
ると、極端な場合には以下を招くおそれがあります。
• 破裂、
• 火災、
• 発熱、
• 煙やガスの発生。

充電式電池を装着した製品は、使用後にスイ
ッチをオフにしてください。

充電式電池は、10°C ～ 40°C　の温度環境で
のみ充電してください。

充電式電池を長期間使用しない場合は、定期
的に充電してください（約 3 ヶ月ごと）。

70°C　を超える温度にならないようにしてく
ださい。直射日光に当てたり、火に投げ込んだ
りしないでください。
充電式電池が内蔵されている製品に不具合が
あり廃棄する場合は、指定の回収場所で処分
するか、専門業者に返却してください。

Sennheiser が推奨する充電式電池のみを使
い、適切な充電器を使用してください。
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はじめに

はじめに
Sennheiser のスタイリッシュな新しいオーバーイヤー型 URBANITE XL  
WIRELESS ヘッドセットは、重厚な低音とクリアな高音を特徴とし、いつでもクラブサウンドを楽し
めます。最新の aptX® コーデックを採用した Bluetooth 無線送信により CD と同等の音質のサウ
ンドが保たれ、さらに装着感にすぐれた XL サイズのイヤークッションが外部の雑音を遮断しま
す。Bluetooth 4.0 および NFC など最先端のワイヤレス技術により非常に使いやすく、「ワンタッチ」
でワイヤレスペアリングを行え、一度に 2 台の機器に同時に接続できるマルチ接続機能を備えてい
ます。URBANITE XL WIRELESS は、あらゆる意味で長くご愛用いただけるよう作られており、長持ちす
る電池寿命、頑丈でありながらスタイリッシュな折りたたみ式設計により、外出時もライフスタイル
を楽しむことができます。 

Bluetooth.ヘッドセットの追加機能
• どこでもクラブにいる気分 – 重厚な低音とクリアな高音
• ワイヤレスの自由 – Bluetooth 4.0、NFC、タッチコントロール、音声プロンプト、3WC、マルチ接続
• CDと同等のオーディオ – aptX® コーデックの採用により、URBANITE XL WIRELESS はあらゆる 
Bluetooth® aptX® 対応機器とワイヤレスで接続可能

• 使いやすさ – すぐに使いこなせる分かりやすいユーザーインターフェース
• 使用時間 – 充電せずに音楽を再生した場合で 25 時間、スタンバイモードで 15 日間
• 便利なマルチ接続 – 同時に 2 台の機器に接続（電話器とコンピュータ）
• 高級素材と機構 – 大胆で現代感覚あふれるデザイン
• ゆったりした装着感 – XL イヤークッションなので装着感にすぐれます
• 状態がすぐに分かる – 音声プロンプトが状態を知らせます
• 収納しやすく携帯に便利 – 独自の折りたたみ式設計なので、簡単に折りたたんで付属のソフトポ

ーチに収納できます
• 安心.– 2 年間の国際保証

Bluetooth

本ヘッドセットは、Bluetooth 4.0 規格に適合しており、Bluetooth 1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0 機器で
以下の Bluetooth プロファイルを使用できます。HFP (Hands-Free Profile)、HSP (Headset Profile)
、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)。こ
のヘッドセットを使用することで、通話中や音楽を聴きながら両手を自由に使え、ワイヤレスの自由
を得られます。

NFC

Near Field Communication (NFC) とは、短距離ワイヤレス技術のことを指し、10 cm 未満の距離に
ある機器間の通信を可能にします。

aptX

aptX オーディオコーディングにより、クリアで純粋なステレオサウンドを満喫できます。聴くだけで
なく、本来意図されたオーディオを体感することができます。aptX を採用した Bluetooth 技術によ
り、最高音質の有線接続に劣らない音質でワイヤレスオーディオを提供できるようになりました。

大手公共放送局から映画制作スタジオまで、aptX は高音質のデジタルオーディオ全般をリアルタイ
ムで送信するため世界中で利用されています。この技術は、ひときわすぐれたダイナミックレンジと、
それにより得られる高い再現性を大切にする音楽家やオーディオエンジニアの厳しい基準に適合
するために開発されました。

aptX 技術は一部の一般向け機器でも使用できるようになり、ストリーミングにより aptX だけがお届
けできる豊かなリスニングを体験し、場所を問わず音楽を楽しむことができます。
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パッケージの内容

パッケージの内容

ヘッドセット

USB 充電ケーブル

ユニバーサルオーディオケーブル（リモコン、2.5 mm お
よび 3.5 mm ジャックプラグ付き）

携帯用バッグ

Quick
Guide クイックガイド

Safety
Guide 安全ガイド

アクセサリ一覧を www.sennheiser.com に掲載しています。サプライヤーに
ついては、お近くの Sennheiser 代理店にお問い合わせください（www.
sennheiser.com> “Sales Partner“）。
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製品概要

製品概要

ヘッドセットの概要.

リモコンの概要

Microphone

イヤークッション付き
イヤーカップ

マイクロ USB ソケット

オーディオソケット

オン/オフ用スイッチ

ヘッドバンド

LED

タッチコントロール
パネル

NFC アンテナ

音量コントロール

多機能ボタン

2.5 mm ジャックプラグ

3.5 mm ジャックプラグ

マイク付きリモートコントロール
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製品概要

各ピクトグラムの概要

ボタン操作を示すピクトグラムの意味

ピクトグラム 意味 ピクトグラム 意味
• Bluetooth モード：  

コントロールパネルに触れます。
• 有線モード：  

このボタンを短く押します。
5s

• Bluetooth モード：  
コントロールパネルに 5 秒間、触れ
ます。

• 有線モード：  
このボタンを 5 秒間、押し続けます。2 x

• Bluetooth モード：  
コントロールパネルに 2 回触れま
す。

• 有線モード：  
このボタンを 2 回押します。 

LED.の点滅を示すピクトグラムの意味

ピクトグラム 意味 ピクトグラム 意味

LED は点滅します。 LED は 3 回点滅します。

LED は赤色に 3 回点滅して消灯しま
す。

LED は青色と赤色に交互に点滅しま
す。

ピクトグラム「i」

ピクトグラム「i」が付いている注記には、製品の使用に関する重要な情報が記載されています。

各.LED.が示す意味の概要

操作時の意味

LED 意味

ヘッドセットがオンになります。

ヘッドセットは休止モードになっており、まだ Bluetooth 機器に接続されていません。

ヘッドセットは Bluetooth 機器に正常に接続されています。

ヘッドセットがオフになります。

ヘッドセットがペアリングモードになります。

通話時の意味

LED 意味

着信

着信 + 充電式電池の残量が少なくなっています



 URBANITE XL WIRELESS - Bluetooth ヘッドセット | 7 

製品概要

各ボタンの概要

タッチコントロール/多機能ボタン

タッチ操作/ボタン
操作

機能 ページ

通話への応答/終了

トラックの再生/一時停止

通話中に着信通話に出て最初の通話を終了します

リダイヤルを取り消します

14

14

16

16

1 s

通話を拒否します

通話を転送します：
 – ヘッドセットから Bluetooth 機器へ
 – Bluetooth 機器からヘッドセットへ

14

15

2 x
現在の通話を保留にします（一時停止）

2 通話：通話中に着信通話に出て最初の通話を保留にします 

最後にかけた番号にリダイヤルします

次のトラックへスキップします

2 回押して、そのまま押し続ける：トラックを早送りします*

14

16

16

14

14

3 x
前のトラックへスキップします

3 回押して、そのまま押し続ける：トラックを巻き戻します*

14

14

* 接続している Bluetooth 機器によっては、この機能に対応していないことがあります。

オン/オフ用スイッチ.

ヘッドセットと Bluetooth 機器をペアリングします（9 
ページ参照） 

ヘッドセットをオンにします（12 ページ参照）

ヘッドセットをオフにします（12 ページ参照）

Bluetooth モード 有線モード
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使用を開始する前に

使用を開始する前に

ヘッドセットの電池を充電する
フル充電サイクルは約 2 時間です。 

 X ヘッドセットを初めて使用する前に、充電式電池を途中で中断することなくフル充電してください。

1

3xon off

2

*

*

 X ヘッドセットを頭から外し、スイッチをオフにします。 
 X 充電デーブルの USB プラグをヘッドセットのマイクロ 
USB ソケットに接続します。

 X USB プラグをコンピュータの USB ソケットまたはオプシ
ョンの充電アクセサリ（*）と電源装置に接続します。

3

100%100%

電池が充電されます。LED は赤色に点灯します。電池がフ
ル充電されると、LED が青色に点滅します。

ヘッドセットと iPhone をペアリングすると、ヘッドセットの
電池残量を示すインジケータが iPhone の画面に追加さ
れます。

A

”Recharge headset“

B

Click

1

2

電池の残量が非常に少なくなると、LED が赤色に点滅し、
音声プロンプト “Recharge headset“ が出ます。電池の残
量が非常に少なくなると、ヘッドセットは自動的にオフに
なります。

 X 続けて音楽を聴いたり電話機能を使うには、オーディオ
ケーブルを使用します。

2 h
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使用を開始する前に

ヘッドセットをペアリングする

注意
故障の危険があります！

携帯電話の送信電波は、保護されていない敏感な機器の動作を損なう可能性があります。

 X ヘッドセットを使い通話を行う場合は、ワイヤレス Bluetooth 通信が可能な場所でのみ行ってください。 

paired

paired + 
connected

ヘッドセットと Bluetooth 機器をペアリングするに
は、Near Field Communication (NFC) または Bluetooth 
検索機能を使用することができます。ただし、ヘッドセット
と Bluetooth 機器間の接続が確立できるようにするため、
ペアリングに Bluetooth と NFC のどちらを使用するかに
関わらず、必ず Bluetooth を起動する必要があります。

本ヘッドセットは、Bluetooth 4.0 規格に適合していま
す。Bluetooth 技術によりデータをワイヤレスで送信する
ためには、以下のプロファイルに対応している Bluetooth 
機器とヘッドセットをペアリングする必要があります。HFP 
(Hands-Free Profile)、HSP (Headset Profile)、AVRCP 
(Audio Video Remote Control Profile)、A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile)。

ヘッドセットは、最大 8 台までペアリングした Bluetooth 
機器の接続プロファイルを保存できます。ヘッドセットを
オンにすると自動的に、最後に接続した 2 台の Bluetooth 
機器への接続を試みます。1 台目または2 台目の Blue-
tooth 機器をオフにすると、3 台目の Bluetooth 機器に接
続できます。

ヘッドセットを 9 台目の Bluetooth 機器とペアリングする
と、保存済みの Bluetooth 機器のうち使用頻度が最も少
ないものの接続プロファイルが上書きされます。この Blu-
etooth 機器との接続を再び確立したい場合は、ヘッドセッ
トをペアリングし直す必要があります。
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使用を開始する前に

Near.Field.Communication.(NFC).を使いヘッドセットをペアリングする

1 2

Settings
NFC
Sound...

Settings
Bluetooth

 X オン/オフ用スイッチを上方向にスライドさせて放し、ペ
アリングモードにします。 
オン/オフ用スイッチは自動的に ON 位置に戻りま
す。LED は青色と赤色に交互に点滅します。ヘッドセット
がペアリングモードになります。ヘッドセットからビープ
音が聞こえます。 

 X Bluetooth 機器で Near Field Communication および 
Bluetooth を有効に設定します。

3

NFC zone < 3 cm

4

3x

”Connected“ 

 X Bluetooth 機器を左側のイヤーカップに近づけます。 ヘッドセットと Bluetooth 機器がペアリングされると、LED 
が青色に 3 回点滅して消灯します。音声プロンプト “Con-
nected“ が出ます。 
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使用を開始する前に

Bluetooth.を使いヘッドセットをペアリングする

1 2

Settings
Bluetooth

Bluetooth
Search device...

< 20 cm

 X オン/オフ用スイッチを上方向にスライドさせて放し、ペ
アリングモードにします。 
オン/オフ用スイッチは自動的に ON 位置に戻りま
す。LED は青色と赤色に交互に点滅します。ヘッドセット
がペアリングモードになります。ヘッドセットからビープ
音が聞こえます。 

 X Bluetooth 機器で Bluetooth を有効に設定します。
 X 新しい Bluetooth 機器の検索を開始します。 
Bluetooth 機器の近くにある使用可能なすべての機器
が表示されます。

3

Sennheiser Urbanite
Sennheiser VMX 200

Sennheiser Urbanite
Keyword:
0000

4

3x

”Connected“ 

 X “Sennheiser Urbanite” を選択して、ヘッドセットと Blu-
etooth 機器をペアリングします。必要な場合は、既定の 
PIN コード “0000” を入力します。

ヘッドセットと Bluetooth 機器がペアリングされると、LED 
が青色に 3 回点滅して消灯します。音声プロンプト “Con-
nected“ が出ます。 

5 分以内にペアリングできない場合、ヘッドセットは自動的に接続可能モードに戻ります。ペアリング手順をやり直してく
ださい。
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ヘッドセットを使用する

ヘッドセットを使用する

ヘッドセットを調節する
優れた音質と快適な装着感を得るため、ヘッドセットが頭
にフィットするように調整してください。

 X ヘッドバンドが頭頂部に掛かるようにヘッドセットを装
着します。

 X 以下の状態になるようヘッドセットを調節します
 – イヤークッションが両耳に心地よく当たっている
 – 両耳の周囲が均等に軽く押されるような感じになる
 – ヘッドバンドが頭に適度にフィットする

ヘッドセットをオンにして接続する

3x offoff

 X モバイル機器で Bluetooth を有効に設定します。
 X オン/オフ用スイッチを ON 位置にスライドさせます。 
ヘッドセットがオンになります。ビープ音が聞こえ、徐々
に高音になります。 
ペアリングされた Bluetooth 機器をヘッドセットが検出
して接続するまで、LED が青色にゆっくり点滅します。 
接続が正常に確立されると、LED が青色に 3 回点滅
して消灯します。ヘッドセットで音声プロンプト “Con-
nected“ が出ます。

ヘッドセットをオフにする

3x offoff

 X オン/オフ用スイッチを OFF 位置にスライドさせます。 
LED は赤色に 3 回点滅して消灯します。ビープ音が聞こ
え、徐々に低音になります。ヘッドセットがオフになりま
す。

60 分以上ヘッドセットを使用せず、接続されている機器が
ない場合、電池を節約するため、ヘッドセットは自動的に
オフになります。



 URBANITE XL WIRELESS - Bluetooth ヘッドセット | 13 

ヘッドセットを使用する

オーディオケーブルを使用する.
次の場合には、オーディオケーブルを接続してください。

 – 充電式電池の残量が非常に少なくなった、または 
 – 無線通信ができない（機内など）

オーディオケーブルを接続すると、自動的に Bluetooth 接続が切断されます。 

Click

1

2

1

2

 X オーディオケーブルの 2.5 mm ジャックプラグをヘッド
セットのオーディオソケットに差し込みます。 

 X ジャックプラグを時計回りに回してオーディオケーブル
を固定します。

 X 3.5 mm ジャックプラグをオーディオソースに差し込み
ます。 

 X 3.5 mm ジャックプラグをオーディオソースから抜きま
す。

 X 2.5 mm ジャックプラグを反時計回りに回してオーディ
オケーブルのロックを解除します。

 X 2.5 mm ジャックプラグをヘッドセットから抜きます。 
Bluetooth を再び使用することができます。

音量を変更する

.............注意

.............大音量により聴覚を損なうことがあります！

長時間にわたり大音量で聴くと、長期的な聴覚障害につながるおそれがあります。

 X ヘッドセットを装着する前に、音量を下げてください。
 X 大音量にしたままヘッドフォンを装着し続けないでください。

Volume +

Volume –

A

Volume +

Volume –

B

 X ヘッドセットのコントロールパネルに触れます。次の方
向に指を滑らせます。

 – 上方向： 音量が上がります。
 – 下方向： 音量が下がります。

 X 次の方向にリモコンの音量コントロールを動かします。
 – + ： 音量が上がります。
 – – ： 音量が下がります。

音量が最小または最大に達すると、ヘッドセットからビープ音が発生します（Bluetooth 接続のみ）。
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ヘッドセットを使用する

ヘッドセットを使い音楽を聴く.
Bluetooth を介してワイヤレスで、または同梱のオーディオケーブルまたは USB ケーブルを PC に接続して音楽を聴くこ
とができます。 

 X ヘッドセットのコントロールパネルに触れるか、リモコンの多機能ボタンを押します。

2x

3x

2x

+HOLD

3x

+HOLD

ヘッドセットを使い通話する.
Bluetooth を介してワイヤレスで、または同梱のオーディオケーブルを使い、通話を行えます。 

通話する

+45 561 800 00 Bauer, Chloe
Brown, Scott
Dickens, Chris
Martinez, Pat
King, Michael
Meyers, Daniel
Smith, John
Thomson, Mary

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

GHI

ABC

JKL

TUV

DEF

MNO

XYZPQRS

 X 携帯電話、スマートフォン、またはソフトフォンで目的の
番号をダイヤルします。
ヘッドセットからビープ音が聞こえます。

携帯電話からヘッドセットに自動的に通話が転送されな
い場合：

 X ヘッドセットのコントロールパネルに触れるか、携帯電
話の対応するボタンを押します（携帯電話の取扱説明
書を参照してください）。

トラックの再生

トラックの一時停止 
（信号音が鳴って通知）

次のトラックへスキップします

前のトラックへスキップします

トラックを早送りします*

トラックを巻き戻します*
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ヘッドセットを使用する

通話に出る、通話への応答を拒否する、終了する

着信があると、ヘッドセットが呼び出し音が鳴り、LED が青色に点滅します。ヘッドセットの電池残量が少ない場合、LED 
は赤色に点滅します。

 X ヘッドセットのコントロールパネルに触れるか、リモコンの多機能ボタンを押します。

1s

2x

”Call ended“ 

”Call rejected“

ヘッドセットがオフのときに通話に出るには： 

 X ヘッドセットをオンにします。
音楽を聴いていた場合、通話が終了するまで再生が一時停止されます。携帯電話によっては、この機能に対応して
ない場合があります。

通話をヘッドセットに転送する/ヘッドセットから転送する

接続が確立されると、通話をヘッドセットから転送したり、ヘッドセットに転送することができます。

 X ヘッドセットのコントロールパネルに触れます。

1s

1s

通話に応答します

通話を拒否します

通話を終了します

現在の通話を保留にします 
（一時停止）

ヘッドセットから携帯電話に
通話を転送します

携帯電話からヘッドセットに
通話を転送します
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ヘッドセットを使用する

2件の通話を管理する
以下の機器から受けた 2 件の通話を管理することができます。
• 2 台の Bluetooth 機器、または
• 1 台の Bluetooth 機器

通話中に着信があった場合：

 X コントロールパネルに触れます。

2x

現在の通話を保留にする場合（一時停止）： 

 X コントロールパネルに再び触れます。

リダイヤル

リダイヤル機能は、HFP (Hands-Free Profile) 対応の Bluetooth 機器でのみ使用することができます。

 X コントロールパネルに触れます。

2x

”Redial cancelled“ 

”Redialing“

最後にかけた番号にリダイヤ
ルします

リダイヤルを取り消します

現在の通話を終了して着信
通話に応答します

現在の通話を保留にし（切り
替え、ただし電話器によりま
す）、着信通話に応答します

現在の通話 2 件目の着信通話

現在の通話を終了し、保留に
した通話を再開します 

（電話器によります）

現在の通話 2 件目の着信通話
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ヘッドセットを使用する

ヘッドセットの保管と輸送

1

2

保管時や輸送時にコンパクトに収納できるよう、ヘッドセ
ットを折りたたむことができます。

 X 必要な場合は、オーディオケーブルを外します。
 X イヤーカップを片方ずつヘッドバンドの内側に折りた
たみます。

 X 同梱の携帯用バッグにヘッドセットを収納して輸送し
ます。

Bluetooth.送信範囲外にいる場合
音楽を聴いたり通話をする場合、携帯電話や Bluetooth 機器の Bluetooth 送信範囲内でのみ行えます。送信範囲は、壁
の厚みや構成物など環境条件に大きく左右されます。障害物のない見通し線の場合、ほとんどの携帯電話や Bluetooth 
機器の送信範囲は最大 10 m です。

”Lost connection“ 

”Connected“ 

ヘッドセットが接続している Bluetooth 機器の送信範囲を
離れると、音声プロンプト “Lost connection” がヘッドセッ
ト内で聞こえます。 

5 分以内に再び Bluetooth 送信範囲内に入ると、自動的に
接続が再確立され、音声プロンプト “Connected” がヘッド
セット内で聞こえます。

Bluetooth 送信範囲外に出て 5 分以上経過すると、接続は
完全に切断されます。接続を再確立するには、手動でやり
直す必要があります。Bluetooth 機器との接続を再確立す
るには：

 X ヘッドセットのコントロールパネルに触れます。
接 続 が 正 常 に 再 確 立 さ れ ると、音 声 プ ロ ン プト  
“Connected” がヘッドセット内で聞こえます。
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ヘッドセットのクリーニングとメンテナンスをする

ヘッドセットのクリーニングとメンテナンスをする

注意
液体を使うと、製品の電子部品が破損することがあります.!

液体が機器の筐体内に入って、電子部品がショートし破損する原因になることがあります。

 X 製品に液体を近づけないでください。
 X 溶剤や洗浄剤は一切使用しないでください。

 X 清掃する前に、ヘッドセットから USB 充電ケーブルを外します。
 X 製品の掃除には、乾いた柔らかい布のみを使用してください。

イヤークッションを交換する
衛生的にお使いいただくために、イヤークッションは時々交換してください。交換用のイヤークッションは Sennheiser 代
理店でお求めいただけます。

1 2

 X 古いイヤークッションをイヤーカップから慎重に取り外
します。

 X 新しいイヤークッションをイヤーカップに取り付け、イ
ヤークッションの外周をしっかり押し付けます。

充電式電池の交換/取り外し

注意
製品が故障するおそれがあります.!

保証期間中の充電式電池の交換または取り外しについては、必ず Sennheiser 認定サービスセンターが行う必要があり
ます。そうでない場合には、本保証は無効になります。

 X 充電式電池を交換または取り外す必要がある場合は、Sennheiser サービスセンターへご連絡ください。保証期間外
の充電式電池の交換または取り外しについては、有資格サービスセンターが適切な方法で行うことができます。
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問題が発生したら...

問題が発生したら...
問題 考えられる原因 解決策 ページ
ヘッドセットをオ
ンにできない

充電式電池の残量が非常に少なくなっ
ています

充電式電池を充電します。 8

電池が完全に消耗しています 充電式電池を交換または取り外す必
要がある場合は、Sennheiser サービス
センターへご連絡ください。保証期間
外の充電式電池の交換または取り外し
については、有資格サービスセンター
が適切な方法で行うことができます。

-

音声信号が送られ
てこない

ヘッドセットが Bluetooth 機器とペア
リングされていません

ヘッドセットがペアリングされているか
確認してください。  
必要な場合は、ヘッドセットをペアリン
グし直してください。

9

音量設定が低すぎます 音量を上げてください。 13
ヘッドセットがオフになっています ヘッドセットをオンにします。 12

ヘッドセットをペ
アリングできない

ペアリングが機能していません Bluetooth 機器が HF または HS プロ
ファイルに対応しているか確認してく
ださい。

-

携帯電話がオフになっています 携帯電話をオンにします。 -
Bluetooth 機器で Bluetooth が無効
に設定されています。

Bluetooth 機器で Bluetooth を有効
に設定します。

-

上表に記載されていない問題が発生した場合、または上記の解決策で問題が解決できない場合は、サポートについて
最寄の Sennheiser 代理店までお問い合わせください。 

お住まいの国の Sennheiser 代理店は、www.sennheiser.com で検索できます。
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仕様

仕様
スタンバイ時間 最大 14 時間
通話時間 最大 25 時間
充電式電池の充電時間 約 2 時間
範囲（使用環境によります） 最大 10 m
充電式電池（内蔵） リチウムポリマー、3.7 V; 600 mA
スピーカーのタイプ ダイナミック、ネオジウムマグネット
スピーカー周波数特性 16 ～ 22 kHz
音圧レベル 最大 110 dB SPL (ERP)
マイクロフォンのタイプ デュアルマイクロフォンアレイ
マイクロフォン周波数特性 100 ～ 10 kHz 
寸法（幅 x 高さ x 奥行き） 約 180 x 200 x 90 mm
重量 約 300 g
温度範囲 動作時:+10°C ～ +40°C 

保管時:-20°C ～ +60°C
相対湿度 動作時:+10°C ～ +40°C 

保管時:20 ～ 85 % 非凝結

Bluetooth バージョン 4.0/クラス 1
通信距離 最大 25 m（機器による）
転送周波数 2402 MHz ～ 2480 MHz
プロファイル HSP (v1.2)、HFP (v1.6)、A2DP (v1.2)、AVRCP (v1.4)
出力 9 dBm/7.90 mW
代表感度 –89 dBm
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役に立つ情報 – aptX オーディオコーディング

傑出した音質.

aptX 技術は、ワイヤレスオーディオが待ち望んできた技術
です。aptX オーディオコーディングにより、クリアで純粋な
ステレオサウンドを満喫できます。聴くだけでなく、本来意
図されたオーディオを体感することができます。aptX を採
用した Bluetooth 技術により、最高音質の有線接続に劣
らない音質でワイヤレスオーディオを提供できるようにな
りました。

プロフェッショナルグレードのサウンド.

aptX は今までプロフェッショナルオーディオ業界で最高の
秘密とされてきました。大手公共放送局から映画制作スタ
ジオまで、aptX は高音質のデジタルオーディオ全般をリア
ルタイムで送信するため世界中で利用されています。この
技術は、ひときわすぐれたダイナミックレンジと、それによ
り得られる高い再現性を大切にする音楽家やオーディオ
エンジニアの厳しい基準に適合するために開発されまし
た。

この技術が、一部の一般向け機器でも使用できるようにな
り、ストリーミングにより aptX だけがお届けできる豊かな
リスニングを体験し、場所を問わず音楽を楽しむことがで
きます。

Bluetooth.のリスニング革命

Bluetooth 技術により、煩わしい配線がなくなり、生活を進
化させることで、通信やライフスタイルに革命がもたらさ
れました。携帯電話の通話ならば Bluetooth イヤーピース
サウンドでも良好な音質を得られますが、本格的なステレ
オサウンドで聴きたいとなると、あと少し何かが必要となり
ます。Bluetooth で aptX を採用することで CD と同等の音
質を得られ、ワイヤレス リスニングを最大限に楽しむこと
ができます。

Bluetooth A2DP プロファイル内で 2 チャンネルデジタル
サウンドを実現するためには、音声圧縮が必要となりま
す。従来の音声圧縮技術は Bluetooth に対して全帯域幅
で再現性にすぐれたHi-Fiオーディオを提供するため懸命
に取り組んでいますが、aptX ならば豊かなサウンドを最大
限に生かした音質でお気に入りの音楽を楽しめます。

aptX.レガシー.

映 画 館 に 行ったりラジオを 聴 い たことが ある方 なら
ば、aptX によるサウンドをすでに体験している可能性があ
ります。世界中で2万以上のラジオ局や、何千もの最先端
の映画撮影スタジオで aptX が頼りにされており、高音質
のオーディオを送信しています。

aptX として知られるようになったデジタル圧縮技術は元
々、北アイルランド・ベルファーストのクイーンズ大学で開
発されました。この技術は当初、ラジオ局の業務自動化の
用途で市場に投入され、CD と同等の音質で音声をコンピ
ュータのハードドライブに保存してラジオ番組の放送中に
直接再生することで、ディスクジョッキーの作業自動化を
果たしてきました。

この技術が称賛されたのでさらに研究開発が進み、1990 
年代全般を通して世界中の放送・ポストプロダクションス
タジオで利用され、帯域が制限される状況でも再現性が
高く低遅延性の音声の送信に使用されました。世界の放
送・ポストプロダクション市場で称賛された aptX と同じ中
核原理が、ワイヤレス機器で高音質の音声を得るための
完璧な解決策となっています。aptX は、違いのわかる顧客
にプロオーディオの音質をもたらす傑出した技術です。

aptX.の主な特徴：
• 業界参考リスナーを対象にブラインドリスニングテスト

を実施したところ、Bluetooth から送信された aptX オ
ーディオは、有線技術で送信された音声と区別がつか
ないことが示されました。MP3 や AAC など音響心理
学に基づく技術とは異なり、aptX は音質を低下させる
ことなく音声を送信するために使用することができま
す。MPEG/AAC 圧縮では、暗号化プロセスによりデータ
が破損し、「不適切」と認識された内容は破棄されます。
これに対し、aptX は分かりやすく非破壊型のアプロー
チにより、元の信号のあらゆる周波数が暗号化され復
号化された信号でも保たれます。

• ダイナミックレンジは、16 ビット音声で 92 dB超、24 ビッ
ト音声で 120 dB 超です。

• aptX の全体的な枠組みにより、ランダムビットエラー
に対する高度の弾性が確保され、耳の聴覚反応と非常
によく一致したビットエラー応答を実現しています。ま
た、aptX では接続および同期技術を利用することで、エ
ラーに強い接続を保証し、ストレスの多い条件下でも音
声を送信できるようにします。

• プロフェッショナル音声圧縮技術の中で、処理遅延時
間が最も短くて済みます。現行のワイヤレス機器の多く
は、好ましくない遅延時間のために音声と口の動きがず
れてしまうことがありますが、aptX はワイヤレスオーデ
ィオをリアルタイムで送信することができ、ビデオ機器
と使用する際に音声と映像がシームレスに統合されま
す。

• aptX の暗号化音声は、無線通信規格の可用帯域内でス
ムースに適合するので、帯域に制約がある接続のため
の効率的なソリューションとなります。

役に立つ情報.–.aptX.オーディオコーディング
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メーカーの宣言

メーカーの宣言

保証

Sennheiser Communications A/S は、この製品を24ヶ月間保証いたします。現
在の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧にな
るか、最寄りの Sennheiser 正規取扱店にお問い合わせください。

オーストラリア限定.Sennheiser.製品保証

Sennheiser 製品には、オーストラリア消費者法により除外不可の事項が保証さ
れています。お客様は、重大な不具合が発生した場合の交換または返金措置、
およびその他の合理的な予見し得る損失または損害に対する補償措置の対象
となる権利を有します。また、製品が受容可能な品質ではなく、当該不具合が重
大な不具合に至らない場合に、製品の修理または交換措置の対象となる権利
を有します。 

本保証は、法律によるその他の権利または救済策に追加されるものです。本保
証のいかなる事項も、法律により課せられる Sennheiser の責任を除外、限定、
修正するものではなく、また法律により保証される消費者の救済策を限定また
は修正するものではありません。

本保証による請求は、下記までご連絡ください。 
Sennheiser Australia Pty Ltd,  
Unit 3, 31 Gibbes Street Chatswood NSW 2067, AUSTRALIA  
電話番号:(02) 9910 6700, 電子メール: service@sennheiser.com.au 

保 証 請 求 の 費 用 は す べ て 、請 求 者 が 負 担 す る も の と し ま
す。Sennheiser 国際保証は、以下により提供されます。Sennheiser  
Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312), Unit 3, 31 Gibbes Street Chatswood 
NSW 2067 Australia 

準拠する要件
• WEEE 指令（電気・電子機器廃棄物指令）（2012/19/EU）

本製品を廃棄する場合は、最寄りの電気装置や電子装置用の収集場所また
はリサイクリングセンターまでお持ちください。環境保護へのご協力をお願
いいたします。

• 電池指令（2013/56/EU）
本製品に内蔵されている充電式電池は再利用できます。環境保護のため、充
電式電池を内蔵する不具合製品を廃棄する場合は、特殊廃棄物として廃棄
するか、専門業者に返却してください。

CE.適合
• R&TTE 指令（無線および電気通信端末機器指令）（1999/5/EC）
• EMC 指令（電磁適合性指令）（2014/30/EU）
• 低電圧指令（2014/35/EU）
• RoHS 指令（有害物質使用制限指令）（2011/65/EU）

本宣言は弊社ウェブサイト（www.sennheiser.com）でご覧いただけます。 

本製品の操作を開始する前に、各国の規制についてご確認ください。

商標

Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標
です。Sennheiser Communications A/S はライセンスに基づいてこれらの商
標・商号を使用しています。

iPhone® および iPod® は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商
標です。

aptX® のマークおよび aptX のロゴは、CSR plc または同社グループ企業の商標
であり、2つ以上の管轄区域で登録されていることがあります。
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