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安全に関する注意事項
� 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。

� 製品を第三者に渡す場合は、必ずセーフティガイドも一緒に渡して
ください。

� 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

� 大音量での使用は避けてください。ヘッドホンを大音量に
して長時間にわたって使用すると、聴力に長期的な悪影響
を与えることがあります。Sennheiser ヘッドホンは中・低 
音量の場合に特に優れた音質を再現します。

� R このヘッドフォンは従来品よりずっと高い音量を設定でき
るのでご注意ください。聴覚が健康な人や子供の場合は聴覚
障害につながります。

� 道路を歩く場合や技術を要する作業の際など、特別な注意が必要な
状況では製品を使用しないでください。

� 本製品は、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器
（ICD）、およびその他のインプラントの障害につながる可
能性のある、非常に強力な永久磁場を発生します。磁石を
含む製品コンポーネント(イヤフォンと充電ボックス)はペースメー
カー、埋め込み式除細動器、または他のインプラントから常に少な
くとも 10cm以上離してご使用ください。

� 水気のあるところでこの製品を使用しないでください。また、火災
や感電の原因となりますので、雨や湿気にさらさないでください。

� 事故を防ぐため、製品、梱包、アクセサリーの部品は子供やペット
の手が届かないところに保管してください。飲み込むと窒息する危
険性があります。

� 必ず、Sennheiser 提供の電源ユニットを使用してください。

製品の損傷や誤動作の防止

� 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
端な高・低温を避けて保管してください。正常な動作時温度は 0 ～  
40°Cです。

� 製品は丁寧に取り扱い、埃のない、きれいな場所に保存してくださ
い。

� 損傷が見てわかるとき、落下したとき、液体や物体が製品に
到達したときは、製品を使用しないでください。この場合は
資格のある専門ワークショップまたは Sennheiserサービス代
理店にご連絡の上製品を検査させてください。

� 電源節約のため、使用後はヘッドホンのスイッチをオフにしてくだ
さい。長期間、製品を使用しない場合は、バッテリーを取り外して
ください。

� 以下の場合、AC コンセントから電源ユニットを抜きます。
• 製品を電源から完全に切断する場合
• 雷雨の場合
• 長期間使用しない場合

� 電源ユニットについて、以下の点を確認してください。
• 安全な動作環境にあり、簡単に手の届くところにあること
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• AC コンセントに正しく差し込まれていること 

• 許容温度範囲内で動作していること
• 長時間直射日光があたる場所にないこと（蓄熱を避けるた
め）

� ガラス製ダミーヘッド、椅子の肘掛けなどに長期間ヘッドホンを掛
けないでください。ヘッドバンドが広がりヘッドホンの着圧が弱ま
るおそれがあります。

� ワニスや家具用艶出し剤は送信機の脚部を劣化させることがあり、
家具を汚す原因になるおそれがあります。家具の汚損を防止するた
めに、送信機は滑り止めパッドの上に設置するようにしてくださ
い。

� 本製品を熱源の近くで使用しないでください。

� 汚れを取り除くときは乾いた柔らかい布を使用してください。

� Sennheiser が提供または推奨する付属品、アクセサリ、スペア部品 
のみを使用してください。

ご使用上の注意点 /責任

このワイヤレスヘッドホンシステムは、Hi-Fi システム、テレビ 
セット、ホームシアターシステムでの使用に適しています。ア
ナログ信号およびデジタル信号を共にサポートしています。
本製品は、ご家庭での私的な使用のみを想定したものであり、商
用利用には適しません。また、携帯オーディオ機器との併用も
想定されていません。
本取扱説明書および関連する製品ガイド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。
使用開始前に各国の規制についてご確認ください。

乾電池 /充電式電池の安全上の注意事項

警告
乾電池 /充電式電池を正しく使用しないと、ひどい場合には液漏
れすることがあり、次の危険を引き起こすおそれがあります :

• 爆発
• 発火
• 発熱
• 煙やガスの発生

子どもの手の届かな
い場所に保管してく
だ 
さい。

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。

濡らさないでくだ 
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）。
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分解したり改造した
りしないでくださ
い。

製品を長期間使用しない場
合は、乾電池 /充電式電池
を取り外してください。

極性にご注意くだ 
さい。

Sennheiser が推奨する充電
式電池および充電器のみを
ご使用ください。

乾電池 /充電済み充
電式電池は、端子同
士が接触しないよう
に梱 
包 /保管してくださ
い。ショートしたり
発火したりする危険
があります。

不備のある乾電池 /充電式
電池は使い続けず、すぐに
廃棄してください。

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。

製品に明らかな不備がある
場合は、乾電池 /充電式電
池を直ちに取り外してくだ
さい。

充電式電池は、10 ～ 

40°C の温度環境での
み充電してくださ
い。

乾電池 /充電式電池は指定
の回収場所で処分するか、
専門業者に返却してくださ
い。

乾電池を充電しない
でください。

乾電池と充電式電池をバッ
テリー装着部に混在させな
いでください。

LR03

HR03
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RS 195 デジタルワイヤレスヘッドホ
ンシステム
RS 195 は個人用聴覚補助具、究極のオーディオコンパニオンと  
して、Sennheiser 製品に期待される卓越した音質や使いやすさ、 
快適な装着感をお届けします。 
テレビを見ているときでも、音楽を聴いているときでも、RS 195 

を使っていれば、何ひとつ聞き逃すことはありません。部屋か
ら部屋へ移動している間でも、極めて革新的なデジタルワイヤ
レステクノロジーが遅延の少ない正確な信号送信を保証し、さ
まざまなリスニングモードは個人のニーズや好みに合ったサウ
ンドを実現します。RS 195 を使えば、セリフの細かなニュアン  
スや、お気に入りの音楽のわずかなディテールもこれまでにな
くよく聞き取れます。 
また、最高水準のパフォーマンスを実現しながら、デザインは
ユーザーフレンドリーで、操作はシンプルです。コントロール
は使いやすく、さまざまな機能の活用も簡単ですし、人間工学
に基づいたデザインのおかげで装着感もすばらしく、長時間聞
いていても快適です。 
Sennheiser の RS 195 はあなたのニーズや好みに合ったリスニン    
グ体験をお届けします。 

特長
• 優れたデジタルワイヤレス伝送技術で音声通信を行う、ク
ローズドタイプの耳覆い型ヘッドホン

• 抜群に明瞭なデジタル音声と最大 100 m の通信範囲（見通し   
線）

• クリアな会話や卓越した音声了解度のための選択可能な聴力
支援用プリセットとノイズ抑制モード

• または、音楽リスニングモードを選択して、ダイナミックレ
ンジを広げて音楽を再生し、サウンドのイメージを可能な限
り最高な形で保持

• 「個人向け聴覚設定」を使用している際の最大音量の二つのレ
ベル (製品バージョンより )

• アナログ / デジタル音声入力をサポートし、入力の切り替え
が可能

• 多目的送信機（簡単に充電できるクレードルおよびドッキン
グステーションとしてもお使いいただけます）

• 左右の音量調整のためのバランスコントロール 

• 人間工学に基づく設計により向上した快適な装着感
• 2 年の保証期間
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パッケージに同梱されている品目

HDR 195 ヘッドホン

TR 195 送信機

国別変換アダプター付き電源ユニット 

（EU、UK、US、AU）

自己放電の少ないニッケル水素充電池、単 4 形

光デジタルケーブル、1.5 m

3.5 mm ジャックプラグ付きステレオオーディオ
ケーブル、2 m

19 ヶ国語で記載されたクイックガイド

19 ヶ国語で記載されたセーフティガイド

簡単な取扱説明書（ドイツ語、英語、フランス
語） 
ほかの言語で書かれた本取扱説明書は
www.sennheiser.com/downloadで PDF形式でダウ
ンロードすることができます。

MODE/LEVEL

US

EU

UK AU

Quick 
Guide

Safety Guide

Safety Guide

Brief 
Instruction
Manual 
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製品概要
HDR 195 ヘッドホンの各部の名称

1 ヘッドバンド

2 充電コンタクト

3 イヤークッション

4 イヤーカップ /バッテリー装着
部

5 音量 + ボタン

6 音量 – ボタン

7「個人向け聴覚設定」の
MODEボタン (個人向け
聴覚設定の有効化 /無
効化およびサウンド最
適化オプションの有効
化 )

8 HDR ステータス LED

9 HDR 電源ボタン 

1

3

2

46 5

7

9

8
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TR 195 送信機の各部の名称

*製品バージョン 06/2017より

7

1

2

3

5

4

0

9

8

A

6

MODE/LEVEL

1 TR ステータス LED 

2 BAL コントロール  
バランス調整用

3 A~G ロータリースイッチ  
聴覚プロファイル選択用

4 個人向け聴覚設定を表す 

LED。選択されているサウ
ンド最適化を示す

5「個人向け聴覚設定」の
MODE/LEVELボタン (個人
向け聴覚設定の有効化 /無
効化、音量 *の選択および
サウンド最適化オプション
の有効化 )

6 充電ステータス LED 

7 充電コンタクト

8 DIGITAL OPTICAL IN 光デジタ
ル音声入力

9 AUDIO INPUT SELECTION ス
イッチデジタル /アナログ
音声入力の選択

0 ANALOG 3.5 mm IN アナログ
音声入力（3.5 mm ジャッ
ク）

A DC 9V 0.3A ソケット  
電源ユニット用
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各 LED インジケーターの概要 
ヘッドホンおよび送信機の各 LED インジケーターは、現在の動  
作状態を示します。ヘッドホンを使用していない場合、各 LED 

インジケーターは何もしなくても約 30 秒後に自動的に消灯し  
ます。

ヘッドホンの LED インジケーター

HDR ステータス LED 意味

ヘッドホンがオフになっています。

ヘッドホンと送信機が接続されてい
ます。
ヘッドホンと送信機は接続されてい
ますが、充電式電池の残量が非常に
少なくなっています。
ヘッドホンと送信機の接続が切断さ
れているか、接続ができません。

ヘッドホンと送信機の接続が切断さ
れているか、接続ができません。ま
た、充電式電池の残量が非常に少な
くなってい 
ます。

1s1s

1s1s
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送信機の LED インジケーター

ヘッドホンを送信機のホルダーから外すと、およその動作時間
が充電ステータス LED で示されます :

1

2

3

MODE/LEVEL

1 充電ステータス 

LED 
意味

送信機が充電されていません。

充電式電池を充電中です。

充電式電池がフル充電されました。

充電器 /電池の故障が検出されました。

充電ステータス 

LED 
動作時間 電池残量 

最大 4 時間 0 ～ 25%

約 4 ～ 9 時間 25 ～ 50%

約 9 ～ 14 時間 50 ～ 75%

約 14 ～ 18 時間 75 ～ 100%
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送信機に複数の HDR 195 ヘッドホンが接続されている場合、聞   
き取り状況の改善に個人向け聴覚設定プロファイルは使用でき
ません

2 個人向け聴覚
設定 LED

聴覚設定プロ
ファイル A～
G

意味

無効

個人向け聴覚設定はオフで、選
択した聴覚プロファイルは無効
化されている。オーディオソー
スからのサウンドはそのまま再
生される（標準の聴覚設定）

有効

聞き取り時の性能を向上させる
ための聴覚プロファイル A ～ G 

の 1 つが選択されている

選択した聴覚プロファイルに加
えて、気になる雑音を低減し、
音声了解度を強化している
選択した聴覚プロファイルがダ
イナミックレンジを広げて音楽
を再生し、サウンドのイメージ
を可能な限り最高な形で保持し
ている

個人向け聴覚設定を使用している場合は、最大音量の二つ
のレベルから選択することができます。音量の切り替え方
法に関する詳細は 26ページでご確認いただけます。(製品
バージョン 06/2017より )

個人向け聴覚設定 LED 意味
3 個の LED がすべて 3 回ずつ点滅して
いる場合、送信機に複数のヘッドホ
ンが接続されている。個人向け聴覚
設定を有効にするには他のヘッドホ
ンをすべてオフにする必要がある3x

3 TR ステータス LED  意味
送信機が AC コンセントに接続されてい 
ます。

送信機がスタンバイモードです。

ヘッドホンと送信機が接続されていま
す。
送信機により、互換性のないデジタル
オーディオストリーミング入力（30 

ページを参照）が検出されます。

1 s

1.5 s1.5 s
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RS 195 を動作させる

送信機を設置する
� オーディオソースに近い、適した場所を選びます。
� 電波干渉を防止するために、室内にある他の無線機器から 50 

cm 以上離して送信機を設置します。
� 送信機の送信範囲が狭くなるため、メタルラック、鉄筋コン
クリート壁などの金属物体の近くに送信機を設置しないでく
ださい。

送信機をオーディオソースに接続する
送信機には同時に 2 つの異なるオーディオソース（例 : テレビと   
ステレオ Hi-Fi システム）を接続できます。この送信機はデジタ  
ル音声入力とアナログ音声入力を備えています。2 つのオーディ 
オソースを接続している場合、AUDIO INPUT SELECTION スイッチ   
を使って、この 2 つを切り替えることができます（22 ページを   
参照）。

� 送信機を接続する前に、オーディオソースをオフにします。
� お使いのオーディオソースで使用できる接続オプションを確
認します（通常は、「OUT」と書かれたオーディオ出力）。

� 対応する接続ケーブルと適切なアダプター（必要な場合）を
選びます。

� 選択した接続オプションに応じて該当する章に進み、記載さ
れている手順に従って送信機をオーディオソースに接続しま
す。

MOD
E

RL

デジタルワイヤレスヘッドホンシステムをテレビに接続す
る手順は、初心者向けのビデオガイド
（www.sennheiser.com/how-to-videos）でもご覧になれま
す。
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お使いのオーディオソー
スで使用できる接続オプ
ション

接続ケーブル ページ

光（デジタル） 光デジタルケーブル 14

3.5 mm または 

6.3 mm のジャック
ソケット（アナロ
グ）

ステレオオーディオケー 
ブル。  
6.3 mm ジャックソケット
の場合、3.5 mm ジャック
ソケット - 6.3 mm ジャッ
クプラグアダプターをご
利用ください（アダプ
ターは別途ご購入くださ
い）

15

RCA（アナログ）

ステレオオーディオケー
ブルと 3.5 mm ジャックソ
ケット - RCA プラグ x 2 ア
ダプター（アダプターは
別途ご購入ください）

16

アクセサリおよびアダプターはお近くの Sennheiser 代理店  
からご購入いただけます。

A

B

C
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接続オプション A:光（デジタル）

実現しうる最高のリスニング体験のためには、付属の光デジタ
ルケーブルを使用して、RS 195 ヘッドホンシステムをホームシ  
アターシステムや Hi-Fi システムに接続することをお勧めしま  
す。
このワイヤレスヘッドホンシステムでは、光デジタル入力
DIGITAL OPTICAL IN 経由で接続されたデバイスから PCM 音声出力     
を使用している場合のみデジタルオーディオストリーミングが
可能です。サウンドメニュー、またはデバイスの取扱説明書を
参照して、別のオーディオストリーム（例 : Bitstream）から PCM  

へ変更してください。

* ご使用のデバイスに応じて、音声メニューが違います

� ケーブルを接続する前に、両方のプラグについている透明な
保護キャップを抜き取ってください。

� 光デジタルケーブルの片端を送信機の DIGITAL OPTICAL IN 入    
力に、もう片方の端をオーディオソースの光出力に接続しま
す。

A

Digital sound output
 PCM
 Bitstream

Sound menu*Digital

OPTICAL OUT

OFF

Digital
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接続オプション B: 3.5 mm または 6.3 mm のジャックソケット 
（アナログ）

� 必要な場合は、6.3 mm ジャックプラグアダプターをステレオ  
オーディオケーブルに接続します。

� 送信機の 3.5 mm ジャックソケットとオーディオソースの   
ヘッドホンソケットに、ステレオオーディオケーブルを接続
します。

* オプションのアクセサリ 

オーディオソースのヘッドホンソケットが 6.3 mm/¼“ジャック 
ソケットの場合、付属の 3.5 mm ステレオケーブル用のアダプ 
ター (3.5 mmジャックプラグから 6.3 mm/¼“ ジャックプラグま     
で、オプションアクセサリ )が必要です。
一部のテレビでは、送信機を 3.5 mmヘッドホンソケットに接続  
すると、スピーカーがミュートされます。その他のテレビには、
ヘッドホンソケットの音量を調整する独自のメニューがありま
す。ミュート機能の無効化の方法もしくは音量調整の方法はテ
レビのメニューを確認してください。または、別の接続オプショ
ン（A または C）を使用して、テレビと送信機を接続します。

B

TV/ オーディオソースのヘッドホンソケットの音量を最低
でも中間音量以上に設定します。
これによりワイヤレス音声通信のクオリティを向上しま
す。詳細はテレビ /オーディオソースの取扱説明書をご参
照ください。

**

PHONES

OFF

Analog

VOLUME
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接続オプション C:RCA（アナログ）

� RCA アダプターをステレオオーディオケーブルに差し込みま 
す。

� 送信機の 3.5 mm ジャックソケットにステレオオーディオ   
ケーブルを接続します。

� オーディオソースの RCA 出力（ほとんどの場合「AUDIO OUT」）   
に RCA プラグを接続します。赤い RCA プラグを赤色の RCA ソ      
ケットに接続し、白い RCA プラグを白色または黒色の RCA ソ    
ケットに接続します。

* オプションのアクセサリ 

C

AUDIO OUT

R

L

OFF

*

Analog
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送信機を AC コンセントに接続する
1 コンセントに適合する国別アダプターを選択し、しっかりと
収まるまで電源ユニットに押し込みます。

2 電源ユニットのコネクターを送信機の電源ソケットに接続し
ます。

3 電源ユニットを AC コンセントに差し込みます。
TR ステータス LED  が 1 秒間点灯します。送信機がスタンバ      
イモードになります。

1

US

EU

UK

AU

3

2

STANDBY
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充電式電池を挿入または交換する
1 イヤークッションを反時計回りに回します。その際には軽い
抵抗が感じられます。

2 イヤークッションをイヤーカップから取り外し、バッテリー
装着部を開きます。

3 充電式電池をバッテリー装着部に取り付けます。電池を交換
する場合は、バッテリー装着部から電池を外して新しいもの
を取り付けます。電池を取り付ける際には、極性に注意しま
す。使用済み電池は特殊廃棄物として処分するか、専門業者
に返却します。

4 イヤークッションをイヤーカップに戻します。イヤークッ
ションを元に戻すときは、イヤークッションの裏に付いてい
る L（左）と R（右）のマークを確認してください。

5 カチッと音がするまでイヤークッションを時計回りに回しま
す。イヤークッションがイヤーカップにしっかりと取り付け
られていることを確認します。

ヘッドホンは乾電池（単 4 形、1.5 V）を電源にして使用す   
ることもできます。ただし、乾電池を充電することはでき
ません。また、非充電式電池を使用している場合は、ヘッ
ドホンをヘッドホンホルダーに掛けないでください。

1 2

3 4 5

NEW
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ヘッドホンの充電

通常のフル充電サイクルは約 8.5 時間です。ただし、ヘッドホン  
を初めて使用する場合は、電池の性能を最適化するために、16

時間以上続けて充電してください。 
充電式電池の残量が非常に少なくなると、HDR ステータス LED  

が赤色に変わり、ヘッドホンからビープ音が発生します。その
後、数分でヘッドホンがオフになります。
� ヘッドホンを送信機のヘッドホンホルダーに掛けます。ヘッ
ドホンの充電コンタクトと送信機が接触していれば、ヘッド
ホンはどちら向きに掛けてもかまいません。
ヘッドホンが自動的にオフになり、送信機の充電ステータス
LED  が赤色に点灯します。充電式電池がフル充電されると、  
充電ステータス LED  が緑色に変わります。

?? ヘッドホンが故障するおそれがあります !

非充電式電池をバッテリー装着部に装着して充電す
ると、充電中に液漏れしたりヘッドホンが故障した
りすることがあります。
�非充電式電池を使用している場合は、ヘッドホン
をヘッドホンホルダーに掛けないでください。

8.5h

使用しないときはヘッドホンをヘッドホンホルダーに掛
け、必要なときに電池がフル充電されているようにします。
送信機には、過充電を防止するインテリジェントな充電テ
クノロジーが搭載されています。
ヘッドホンを送信機のホルダーから外すと、およその動作
時間が充電ステータス LED で示されます（10 ページを参   
照）。 

MODE/LEVEL

100%

HDR 195
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ヘッドバンドの調整
優れた音質と快適な装着感を得るため、ヘッドホンが頭に
フィットするようにヘッドバンドを調整してください。ヘッド
ホンには、スナップインロック方式で簡単に調整できるヘッド
バンドが採用されています。
� ヘッドバンドが頭頂部に掛かるようにヘッドホンを装着しま
す。ヘッドホンを装着するときは、外側のヘッドバンドに付
いている L（左）と R（右）のマークを確認してください。

� 次の状態になるようにヘッドバンドの長さを調整します :

• イヤークッションが耳を心地よく覆う
• 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

MOD
E

R

R



RS 195 ヘッドホンシステムを操作する

RS 195  |  21

RS 195 ヘッドホンシステムを操作する

ワイヤレスヘッドホンシステムをオンにする

1 オーディオソースをオンにします。
ヘッドホンソケット（15 ページを参照）を使用してオーディ 
オソースに接続している場合は、オーディオソース（テレビ
など）のヘッドホンソケットで音量を調整し、中間音量以上
に設定します。

2 AUDIO INPUT SELECTION スイッチを上下にスライドさせて、   
オーディオソースを選択します（22 ページ参照）。
送信機のステータス LED  が緑色に点灯します。

3 または送信機のヘッドホンホルダーからヘッドホンを取り外
します (製品バージョン 06/2017より )。 
または 
HDR 電源ボタン  を約 2 秒間押し続け、ヘッドホンをオンに     
します。
スタンバイモードの送信機が、ペアリングされているアク
ティブなヘッドホンを検出し、自動的に信号を送信します。
送信機とヘッドホンのステータス LED が緑色に点灯します。

??

大音量で聴くと危険です !

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。
�ヘッドホンを装着する前、および音声入力を切り替え
る前には、ヘッドホンの音量を下げてください。入力
を切り替えると、音量が急に大きくなり、聴覚を損な
う可能性があります。

�長時間にわたり大音量で聴くことはおやめください。

VOLUME

ヘッドホンを通信範囲外に置いたり、送信機からのオー
ディオ信号を受信できない状態が 5 分を超えたりした場  
合、ヘッドホンは自動的にオフになります。

ONON

21

Digital

Analog

2s

3

OR

AUTO-ON

MODE/LEVEL
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音声入力を選択する
アナログ音声入力とデジタル音声入力の両方がそれぞれ異なる
オーディオソースに接続されている場合、このヘッドホンシス
テムでは、2 つの入力を切り替えることができます。
� 光デジタル入力に接続されたオーディオソースを聞くには、

AUDIO INPUT SELECTION スイッチを押し上げます（14 ページ    
参照）。

� アナログ入力に接続されたオーディオソースを聞くには、
AUDIO INPUT SELECTION スイッチを押し下げます（15 および    
16 ページ参照）。

音量を調整する
� 音量 + ボタン、または、音量 - ボタンを押して、お好みの音    
量に設定してください。音量設定が最小または最大に達する
と、ヘッドホンからビープ音が発生します。

Digital

Analog

「個人向け聴覚設定」を使用していて、最大音量が十分では
ない場合、音量を上げることができます (26 ページ参照、
製品バージョン 06/2017より )

Vol Vol
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ヘッドホンをミュート /ミュート解除する 

� ヘッドホンをミュートにする場合は HDR 電源ボタン  を押    
します。

� HDR 電源ボタン 、または音量ボタン（+/–）のいずれかを  
押すと、ミュートは解除されます。

バランスを調整する
左右のボリューム調整には、バランスコントロール（BAL）を使
用します。両方の耳で均等に聞こえるように、バランスを調整
しましょう。 
� 送信機の BAL コントロールを右（R）または左（L）に回して、  
右耳または左耳のボリュームを調節します。

バランス設定をリセットするには :

� BAL コントロールを真ん中の位置まで回し、マーカーがまっ 
すぐ上を向くようにします。

ヘッドホンのミュート状態が 15 分間続くと、省エネのために
ヘッドホンの電源は自動的にオフになります。

R
L

L R L R
MODE/LEVEL
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個人向け聴覚設定の有効化 /無効化
RS 195 には 2 種類の用途があります。
• 聴力を支援するヘッドホンシステム（「個人向け聴覚設定」）
• 従来のヘッドホンシステム（「標準の聴覚設定」）
「個人向け聴覚設定」 を有効にすると、ヘッドホンシステムを 
使って、聴力を増強することができます。さまざまな聴覚プロ
ファイルやサウンド最適化オプションにより、自分の好みや聴
覚にぴったりマッチした聞き取り体験が実現され、音声了解度
が高まるだけでなく、より快適に音楽を楽しめるようになりま
す。 
「個人向け聴覚設定」により、最大音量の二つのレベルのいずれ
かを選択できるようにします (製品バージョン 06/2017より )。 

「個人向け聴覚設定」を有効化 /無効化するには :

� 送信機のMODE/LEVEL ボタンか、またはヘッドホンのMODEボ 
タンを 2 秒間押し続けます。

2. その他のサウンド最適化

標準の聴覚設定個人向け聴覚設定

‒ 聴覚設定プロファイル A～G 

‒ 音声用
‒ 音楽用

1. 個人向け聴覚設定プロファイル 従来の
ヘッドホンシステム

OR

MODE/LEVEL

個人向け聴覚設
定 表示 説明

有効
無効

聞き取り時の性能を向上さ
せるための聴覚プロファイ
ル A～ G  の 1 つが選択され
ている（次章を参照）。 
音声または音楽のサウンド
最適化を示す LED の 1 つが
点灯している場合もありま
す  
(ページ参照 26).。

無効 LED は点灯していない：
「標準の聴覚設定」が有効
です
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「個人向け聴覚設定」– 聴覚プロファイルを選択し
て聞き取り時の性能を向上させる 
 
自分に最適な聴覚設定プロファイルを選択するには、次の手順
で操作します。

個人向け聴覚設定に関する追加技術情報は 36 ページでご
参照いただけます。

1 オーディオソースの電源をオンに
し、フォアグラウンドに音声があ
るプログラムを選択します。これ
により、聴覚プロファイルを正確
に調整できるようになります。

2 BAL コントロールを使って、バラ 
ンスを調整します（23 ページ参 
照）。こうすることで、今後、左右
バランス設定にぴったりあった聴
覚プロファイルを選択できるよう
になります。 

3 送信機のMODE/LEVEL ボタンを 2 秒   
間押し続け、「個人向け聴覚設定」
を有効にします。

4 点灯しているのが LED  だけにな   
るまで、送信機の MODE/LEVEL ボ 
タンを繰り返し押します。

5 ロータリースイッチを使って、聴
覚プロファイル A～ G  の 1 つを選      
択し、どの聴覚プロファイルの音
質が自分に一番合っているか、聞
きやすいかをテストします。

6 最大音量が十分ではない場合、
LED が 3度点灯するまで、送信機 
の MODE/LEVEL ボタンを 2 秒間押 
し続けます。 
音量の「大音量」が有効化されて
います。* 

個人向け聴覚設定プロファイルの
調整はこれで完了です。

時々、個人向け聴覚設定プロファイルの選択を繰り返すこ
とをお勧めします。

ONON

RLMODE/LEVEL

MODE/LEVEL

3x

MODE/LEVEL
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*製品バージョン 06/2017より

「個人向け聴覚設定」  – 音声または楽曲を聴くため
に追加のサウンド最適化オプションを選択する
聴覚プロファイル A～ G  とは別に、音声や音楽を聴くためのサ    
ウンド最適化オプションを設定できます。
� 送信機のMODE/LEVEL ボタンか、またはヘッドホンのMODEボ 
タンを、目的のサウンド最適化オプションが有効になるまで、
2秒間押し続けます。

「個人向け聴覚設定」 – 最大音量 *の調整
「個人向け聴覚設定」 はあなたが最大音量の二つのレベルの間で 
選択できるようにします : 「標準」と「大音量」。
最大音量のレベルは送信機でのみ調整可能です。
�「個人向け聴覚設定」 LEDが必要な機能を表示するまで、送信 
機の MODE/LEVELボタンを 2 秒間押し続けます。

個人向け聴覚設定のグラフィック表示および追加技術情報
は 36ページでご参照いただけます。

OR

MODE/LEVEL

その他のサウ
ンド最適化

 
表示

 
説明

なし

聞き取り時の性能を向上さ
せるための聴覚プロファイ
ル A～ G  の 1 つが選択され
ている。

音声再生用

選択した聴覚プロファイル
に加えて、気になる雑音を
低減し、音声了解度を強化
している

音楽再生用

聴覚プロファイルのダイナ
ミックレンジを広げ、サウ
ンドのイメージを可能な限
り最高な形で保持している

2s
MODE/LEVEL 個人向け聴覚設定 

LED
設定

LED が点灯：

標準音量
最大音量は聴覚プロファイル A～ G

に適切に合わせます。 「標準の聴覚
設定」と比べますが、音量は聴覚を
保護するため低くなります。
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*製品バージョン 06/2017より

1 台または複数のヘッドホンと送信機をペアリン
グする
同梱されているヘッドホンと送信機は、出荷時にすでにペアリ
ングされています。次の手順が必要になるのは、ワイヤレスヘッ
ドホンシステムからすべて消去してしまったペアリング設定を
元に戻す必要がある場合、または別のヘッドホンを送信機とペ
アリングする必要がある場合のみです。
TR 195 送信機には、ペアリングされたヘッドホンを同時に 2 台    
まで接続できます。送信機に複数の HDR 195 ヘッドホンが接続   
されている場合、聞き取り状況の改善に個人向け聴覚設定プロ
ファイルは使用できません。聴覚プロファイルは、接続されて
いる HDR 195 ヘッドホンが 1 台のときにのみ使用できます。
� ヘッドホンを送信機のヘッドホンホルダーに 1 秒間掛けま  
す。 
送信機の充電ステータス LED  が赤色に点灯します。ヘッド   
ホンが送信機とペアリングされます。

LEDは 3回光り、点
灯します

大音量
聴覚プロファイル A～ G  の 1 つを使
用している場合、最大音量を大きく
します。 
標準設定が不十分な場合のみ、この
設定を使用します。

LED は点灯していない

「個人向け聴覚設定」 が有効化される
と、最大音量は制限されません。

音声または音楽のサウンド最適化を示す LED の 1 つが点灯    
している場合もあります（ 26 ページ参照）。

個人向け聴覚設定 

LED
設定

3x

1s

MODE/LEVEL
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ワイヤレスヘッドホンシステムをオフにする
ワイヤレスヘッドホンシステムをオフにする方法は 2 通りあり  
ます。
� HDR 電源ボタン  を約 2 秒間押し続けます。
ヘッドホンがオフになります。他のアクティブなワイヤレスヘッド
ホンが送信機に接続されていない場合は、送信機がスタンバイモー
ドに切り替わります。すべての LED が消灯します。

� ヘッドホンを送信機のヘッドホンホルダーに掛けます。 
ヘッドホンがオフになり、充電が始まります（19 ページ参 
照）。他のアクティブなワイヤレスヘッドホンが送信機に接続
されていない場合は、送信機がスタンバイモードに切り替わ
ります。

A

OFF AUTO-STANDBY

2s

HDR 191

HDR 191

MODE/LEVEL

B

送信機を電源から切断するには、AC コンセントから電源ユニッ 
トを抜きます。

HDR 195

AUTO-
STANDBY

OFF
MODE/LEVEL
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RS 195 のクリーニングとメンテナン
スをする 

ワイヤレスヘッドホンシステムのクリーニング方法は次のとお
りです :

� ワイヤレスヘッドホンシステムをオフにし、送信機を AC コ  
ンセントから抜いたうえでクリーニングします。

� 汚れを取り除くときは乾いた柔らかい布を使用してくださ
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お近くの Sennheiser 

代理店でお求めいただけます。
1 イヤークッションを反時計回りに回します。その際には軽い
抵抗が感じられます。

2 イヤークッションをイヤーカップから取り外し、適切に処分
します。

3 新しいイヤークッションをイヤーカップに取り付けます。イ
ヤークッションの裏に付いている L（左）と R（右）のマーク  
を確認してください。

4 カチッと音がするまでイヤークッションを時計回りに回しま
す。イヤークッションがイヤーカップにしっかりと取り付け
られていることを確認します。

??

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 !

液体が製品の筐体内に入って、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。
�製品に液体を近づけないでください。
�溶剤や洗浄剤は一切使用しないでください。

ヘッドバンドのパッドは修理サービスにて交換可能です。
Sennheiser 取扱店へお問い合わせください。.

3 421
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エラーが発生した場合
音の問題

問題 考えられる原因 考えられる対応策 ペー
ジ

音が聞こえない

ヘッドホンがオフになっていま
す。 ヘッドホンをオンにします。 21

電源が接続されていません。 電源ユニットが接続されているか
どうか点検します。

17

ヘッドホンがミュートになって
います。 ミュートを解除します。 23

オーディオプラグが正しく差し
込まれていません。

オーディオプラグの接続を点検し 
ます。

12

オーディオソースがオフになっ
ています。

オーディオソースをオンにしま
す。

-

アナログオーディオソースの音
量が、最小に設定されているか
ミュートになっています。

オーディオソースの音量を中間音
量以上に上げるか、オーディオ
ソースのミュートを解除します。

-

オーディオケーブルが破損して
います。

オーディオケーブルを交換しま
す。

-

ヘッドホンが送信機と正しくペ
アリングされていません（例 : 

追加したヘッドホン）。

ヘッドホンと送信機をペアリング
し直します。

27

正しい音声入力が選択されてい
ません。 別の音声入力を選択します。 22

デジタル音声接続に、互換性の
ないデータ通信設定が使用され
ています。

デバイス /オーディオソースのデ
ジタル音声出力を「PCM」に設定
し、サンプリングレートを最大の 

96 kHz にしてください（オーディ
オソースの取扱説明書を参照して
ください）。

-

音が途切れる / 
音が聞こえない

送信機の通信範囲外にヘッドホ
ンがあります。

ヘッドホンと送信機の距離を短く
します。

-

信号が遮られています。 送信機とヘッドホンの間にある障
害物を取り除きます。

-

電波干渉を起こす機器（WLAN 

ルーター、Bluetooth 機器、電
子レンジなど）が近くにありま
す。

送信機またはヘッドホンの位置を
変えます。

12

他のワイヤレス機器から 50 cm 以
上離して送信機を設置します。

-

音が小さすぎる

ヘッドホンの音量設定が低すぎ 
ます。 ヘッドホンの音量を上げます。 22

「個人向け聴覚設定」を使用す
ると、最大音量の「標準」設定
が有効化されます。

最大音量を上げられるようにする
には「大音量」を有効化します (

製品バージョン 06/2017より )。
26

アナログオーディオソースの音
量設定が低すぎます。

アナログオーディオソースの音量
を中間音量以上に上げます。

-
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その他の問題

ヘッドホンとテ
レビの音を使用
するとこだます
る

一部のテレビでは、デジタル
オーディオ出力のオーディオ信
号の遅延または待機時間を調整
できます。

お使いのテレビのオーディオ出力
の設定を確認し、待機時間を「0」
に設定します。

-

音が片側からし
か聞こえない

バランスの調整が正しくありま 
せん。 バランスを調整します。 23

オーディオケーブルが正しく接
続されていません。 プラグの接続を点検します。 12

オーディオケーブルが破損して
います。

オーディオケーブルを交換しま
す。 -

音がひずむ

オーディオソースの信号がひず
んでいます。

オーディオソースの音量を下げま
す。

-

ヘッドホンの音量設定が高すぎ 
ます。 ヘッドホンの音量を下げます。 22

アナログオーディオソースの音
量設定が高すぎます。

アナログオーディオソースの音量
を中間音量以下に下げます。

-

聴覚プロファイ
ルを有効にでき
ない。個人向け
聴覚設定の LED が
点滅している

送信機に複数のヘッドホンが接
続されています。

接続されている他のヘッドホンす
べてをオフにします。聴覚プロ
ファイルは、接続されている HDR 

195 ヘッドホンが 1 台のときにの
み使用できます。

-

問題 考えられる原因 考えられる対応策 ペー
ジ

問題 考えられる原因 考えられる対応策 ページ
送信機がオンにな
らない 電源が接続されていません。 電源ユニットが接続されているか

どうか点検します。
17

ヘッドホンがオン
にならない

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直します。 19

バッテリー装着部に電池が取
り付けられていません。 充電式電池を取り付けます。 18

充電式電池が逆向きに取り付
けられています。

充電式電池をヘッドホンから外し
て取り付け直します。極性にご注
意ください。

18

動作時間が短い 充電式電池が消耗しています。新しい充電式電池に交換します。 18

聴覚プロファイル
を有効にできない

送信機に複数のヘッドホンが
接続されています（MODE ボタ
ンを押すと、サウンド最適化
を表す 
3 個の LED が 3 回点滅します）

接続されている他のヘッドホンす
べてをオフにします。

28

ヘッドホンから
ビープ音が聞こえ
る

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直します。 19
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一覧に記載されていない問題が発生した場合、または一覧に記載されている対応策で問題を解決
できない場合は、弊社 Web サイト（www.sennheiser.com）の RS 195 製品ページから FAQ（よく      
あるご質問）の最新のご質問一覧をご覧ください。 
また、お近くの Sennheiser サービス提携会社にお問い合わせいただくこともできます。お住ま  
いの国の Sennheiser サービス提携会社は、www.sennheiser.com で検索できます。

ヘッドホンを送信
機に接続できない

送信機までの距離が遠すぎま
す。 送信機までの距離を短くします。 -

ヘッドホンが送信機とペアリ
ングされていません。

ヘッドホンと送信機をペアリング
します。

27

別のヘッドホンを充電してい
るため、2 つ目のヘッドホン
をペアリングできません。

近距離ペアリングを実行します :

1.送信機のできるだけ近くにヘッ
ドホンを置きます。
2.ヘッドホンをオンにします。
3.音量ボタンの + と - を約 7 秒間、
同時に押し続けます。

-

ヘッドホンが対応していませ
ん。

Sennheiser HDR 165、175、185、ま
たは 195 ワイヤレスヘッドホンの
みを使用します。

-

問題 考えられる原因 考えられる対応策 ページ
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送信機の電波が届く範囲から外れる
送信機の電波が届く範囲は、壁の厚みや壁の構造といった環境
条件によって大きく異なります。送信機の電波が届く範囲から
ヘッドホンが離れると、音声が途切れ始め、最終的には完全に
音が聞こえなくなります。
電波の届く範囲に 5 分以内に戻れば、接続は自動的に再確立さ  
れます。
電波の届く範囲外にいる時間が 5 分を超えると、ヘッドホンは  
自動的にオフになります。

ヘッドホンのペアリング設定を消去する
1 音量ボタンの + と - を 2 秒間、同時に押し続けます。

HDR ステータス LED が赤色になり、急速に点滅します。
2 音量ボタンの + と - を押したまま、HDR 電源ボタン  を押し       
ます。3 つのボタンすべてを離します。
電池の状態に応じて HDR ステータス LED が緑色または赤色に    
点灯し、ゆっくり点滅し始めます。ヘッドホンのペアリング
設定が消去されました。

MODEMODEMODE

1 2

2s
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仕様
RS 195 システム

HDR 195 ヘッドホン

TR 195 送信機

伝送周波数 2.40 ～ 2.48 GHz

変調方式 8-FSK デジタル

SNR
アナログ入力 : 通常 85 dBA、1 Vrms

デジタル入力 : > 90 dBA

RF 出力電力 最大 10 dBm

通信範囲 最大 100 m（見通し）
同時接続できるヘッドホ
ンの最大数 2 台

温度範囲
動作 : 0°C ～ +40°C

保管時 : -25°C ～ +70°C

相対湿度
動作時 : 10 ～ 80%、結露しないこと
保管時 : 10 ～ 90%

形式 耳覆い型クローズドタイプ
トランスデューサーシス
テム

ダイナミック、ネオジウムマグネッ
ト

周波数特性 17 Hz ～ 22 kHz

最大音圧レベル 最大 117 dB (1 kHz)、3% THD

ひずみ率 0.5% 未満（1 kHz、100 dB SPL）
動作時間 最大 18 時間
充電式電池の  
充電時間 

最大 8.5 時間

電源
自己放電の少ない単 4 形ニッケル水
素充電池 2 個、1.2 V、820 mAh

磁界強度 2.7 mT

質量（電池を含む） 約 340 g 

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）約 17 cm x 20 cm x 9.5 cm

接続
デジタル : 光 

アナログ : 3.5 mm ステレオジャック
ソケット

電源 9 V 、300 mA

消費電力
動作時 : 通常 4 W

スタンバイモード :≤ 0.3 W (充電な
し )

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）約 12.7 cm x 23.4 cm x 10.9 cm
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Sennheiser NT 9-3AW 電源ユニット

定格入力電圧 /電流 100–240 V~ / 100 mA

電源周波数 50–60 Hz

定格出力電圧 9 V 

定格出力電流 300 mA

温度範囲
動作時 : 0°C ～ +40°C

保管時 : -40°C ～ +85°C

相対湿度
動作時 : 0 ～ 90%、結露しないこと
保管時 : 0 ～ 90%
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追加技術情報
聴覚設定プロファイル A ～ G

聴
覚
設
定
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
 

A

 

～
 

G

の
技
術
的
パ
ラ
メ
ータ

1 圧縮
すべての聴覚プロファイルは、必要に応じて静音経路をブース
トしたり、大音量経路を抑制したりすることで、音量の違いを
補う圧縮機能を特徴としています。 
圧縮機能はフォアグラウンドに音声を配置し、わかりやすくし
ます。 

dB

10

5

0

-5

-10

-15

0 2 3 4 5 6 kHz1 7

15

20

A
B
C

G
F
E
D

低域 中域 高域

表示 その他のサウ
ンド最適化

圧縮 1 ダイナミック
レンジ 2

ノイズ抑制 3 最大音圧レベル
標準 /大音量設定 4 

- -
オーディオ
ソースとして

- 110 dB

- はい 大幅に下がる - 85 dB/100 dB

スピーチ はい 大幅に下がる 有効 85 dB/100 dB

音楽 はい 少し下がる - 90 dB/105 dB
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2 ダイナミックレンジ
ダイナミックレンジは、音声信号の最大および最小部分の間の
比率です。これらの二つの音量はダイナミックレンジを制限し
ます。
ダイナミックレンジを低減する場合、最大音量と最小音量の音
圧レベルはもう一方のものと近似します。つまり大音量と静音
の間の音量の差は、聞き取りにくくなります。
ダイナミックレンジが向上すると音量の差がよりはっきりとわ
かります。そして音楽のサウンドのイメージは、高周波と低周
波がより大きな音でも聞き分けやすくなるため特に豊かな印象
になります。
3ノイズ抑制
音声が不快な背景の音と混ざると、音声は聞き取りにくくなり
ます。 
音声了解度向上機能は自動的に不快な背景の騒音を検出し、低
減します。音声信号はいつでも分析および調整されるため、音
声はフォアグラウンドで聞き取りやすくなります。
4 最大音圧レベル

ホワイトノイズで測定
音量レベル「大音量」は製品バージョン 06/2017からのみご利
用になれます。 
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製造者宣言
保証
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 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。

準拠する要件
EU 適合宣言書 

• ErP 指令（エコデザイン指令）（2009/125/EC）
• RoHS 指令（有害物質使用制限指令）（2011/65/EU）
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG はラジオ機器タイプ RS 195        

(TR 195, HDR 195)が無線機器指令 2014/53/EUに準じているこ   
とを宣言します。
EU 適合宣言書の全文は以下のウェブサイトアドレスよりご確認 
いただけます :  
www.sennheiser.com/download.

廃棄の際の注意事項 

• WEEE 指令（電気・電子機器廃棄物指令）（2012/19/EU）
• 電池指令（2006/66/EC &2013/56/EU）
製品、バッテリー（ある場合）、および梱包に記載されている車輪付のゴ
ミ箱に罰印をしたマークは、これらの製品が耐用年数を過ぎても通常
の家庭用廃棄物として処分できず、他の方法で廃棄する必要があるこ
とを知らせるものです。梱包の場合はお住まいの国の廃棄物分別に関
する法的規制を遵守してください。
これらの製品のリサイクルに関する情報については、お住まいの地域
当局、自治体の収集または回収場所、または最寄りの Sennheiser パート  
ナーまでお問い合わせください。
廃棄する電気電子機器、バッテリー（ある場合）、および梱包の分別回
収は、再使用およびリサイクルを促進し、発生し得る汚染物質を避け
ることができます。このようにすることで、環境と健康の保護に貢献
することができます。

商標
Sennheiser は、Sennheiser  electronic GmbH & Co. KG.の登録商標       
です。
本取扱説明書で言及しているその他の製品名および会社名は、
それぞれの所有者に帰属する商標または登録商標です。
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Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com
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