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安全に関する注意事項
1. 本取扱説明書をお読みください。

2. 本取扱説明書は保管してください。 製品を他のユーザーに渡す場
合は、必ず本取扱説明書も一緒に渡します。

3. すべての警告を遵守してください。

4. すべての指示を遵守してください。

5. 製品は水の近くでは使用しないでください。

6. 製品を清掃する場合は、必ず製品を電源から切り離してください。
清掃には乾いた布を使用します。

7. 換気口を塞がないでください。 製品は本取扱説明書の指示に従っ
て設置してください。

8. 製品は、暖房装置やオーブンのような熱源や、その他の熱を発す
る機器 (増幅器を含みます )の近くに置かないでください。

9. 製品は、取扱説明書の「技術データ」の章の記載、および、製品
底面の型番プレートの記載に相当する電源でのみ使用してくださ
い。 製品は常に、保護接地付きのソケットに接続してください。

10. 電源ケーブルは踏まれないように配線してください。特に、電源
プラグやソケットからの出口でケーブルが潰されないよう注意し
てください。

11. Sennheiser が推奨する付属品/アクセサリだけを使用してください。

12. 製品には、製造元が推奨するカート・棚・三脚・止め具・テーブ
ル、または製品に同梱されているカート・棚・三脚・止め具・テー
ブルだけを使用してください。 カートを使用する場合は、カート
が転倒して怪我をしないように、製品と共にカートを押す際には
特にご注意ください。

13. 雷雨発生時または製品を長期間使用しない場合は、製品を電源か
ら切り離してください。

14. 修理作業は全て、Sennheiser認定のサービス担当者が行ないます。
製品が何らかの原因で故障した場合、例えば、液体や異物が製品
内に入った、製品が雨に濡れた、正常に機能しない、落下した等
の場合は、修理が必要です。

15. 製品を電源から切り離すには、電源プラグをソケットから抜き
ます。

16. 警告 : 製品は雨に濡れない場所、湿気にさらされない場所に設置
します。  火災または感電の危険があります。

17. 製品は水しぶきや水滴がかからない場所に設置します  製品の上
には、花瓶などの水が入った物を置かないでください。

18. 電源ケーブルの電源プラグが正常な状態にあり、容易にアクセス
できることを確認してください。
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製品底面の危険警告
横の注意事項は、製品の底面に記載されています。 シンボルの意味は
次のとおりです :

製品内部には、感電の恐れがある危険電圧が生じています。

製品は決して開かないでください。 電流が流れている部品に触ると、感
電の危険があります。 製品の内部には、ご自分で修理できるコンポー
ネントはありません。 修理は、Sennheiser認定サービス取扱店にご依頼
ください。
取扱説明書に記載されている安全に関する注意事項および取り扱いに
関する指示をお読みの上、これを遵守してください。

健康障害や事故を回避する
� 聴覚障害を予防するため、大音量で長時間聴かないでください。

� 製品・梱包材・アクセサリー等の小さな部品は、誤飲の恐れがある
ので、子供やペットから遠ざけておいてください。

製品の損傷と故障を回避する
� 製品を寒い場所から暖かい場所に移動させた後は、使用する前に製
品を半時間ほど放置してください。

規定に従った使用 /責任

HDVD 800 は、HiFi 装置、プリアンプ付きレコードプレーヤー、コン
ピュータ、DVD プレーヤー等の様々な音源を接続するダイナミック･
ヘッドホン用のアンプ (増幅器 )です。
製品は個人的な家庭内での使用を目的としたものであり、営業目的の
使用を意図したものではありません。
製品は、本取扱説明書に記載された以外の使い方をしないでください。
製品や付属品 / アクセサリーの間違った使い方や不適切な使用に起因
する損傷に対して、Sennheiserは何らの責任も負いません。
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ヘッドホン･アンプ HDVD 800

最先端のヘッドホン･アンプ HDVD 800 で、ハイエンド･ヘッドホンの
ポテンシャルを完全にご活用ください。HDVD 800 の一貫した対称的な
信号処理と極めて低い歪みが、純粋で完璧な素晴らしい音楽鑑賞を可
能にしています。
HDVD 800 の出力回路は、最大 4台のダイナミック･ヘッドホンが使用
できるように設計されています。 首尾一貫した回路設計と XLR-4 イン
ターフェースの採用により、非常に高度なチャンネル分離を保証して
います。
CD/DVD/ ブルーレイ - プレーヤー等のデジタル音源は、光または同軸
で接続できます。 コンピュータ用にはUSB接続が用意されています。 も
ちろん、チューナー、オープンリール･マシン、プリアンプ付きレコー
ドプレーヤー等のアナログ音源も、ライン入力経由で接続できます。 入
力選択のロータリースイッチで、接続する音源を切り替えられます。
ヘッドホン･アンプと Sennheiser ハイエンド･ヘッドホン HD 800、
HD 700、HD 650 は、技術・デザイン・性能が相互に最適な形で調和し
ており、あらゆる観点で音楽ファンの要求を満たしています。

特徴
• 対称的な信号処理、周波数帯全体にわたる正確な信号伝送、非常に
低いひずみ

• 最大 4台のダイナミック･ヘッドホンが使用可能
• 122 dB のダイナミックレンジ、広い伝送帯域幅、短い信号経路に
よる正確なパルス

• ヘッドホン接続のための対称的な XLR-4 ソケットおよび高価な
6.35 mmジャックソケット

• 多数の接続可能性による高いフレキシビリティ
• デジタル入力 : S/PDIF 同軸 /光、XLR-3ソケット用の AES/EBU

• アナログ入力： XLR-3 対称、RCAフォノコネクタ 非対称
• アナログ出力： XLR-3 対称

• USB オーディオクラス 2 (24 bit/192 kHz)

• 走査周波数の自動調整 (44.1 kHz ～ 192 kHz)

• 解像度 24ビット、走査周波数最大 192 kHzの卓越したデジタル･
アナログ･コンバータが、ノイズや歪みの少ない音質を実現してい
ます

• 高価な部品
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同梱されているもの

必要な付属品

HDVD 800

クイックガイド 1冊

安全ガイド 1冊

マイクロソフト ウィンドウズ  用のドライバ、詳細
な取扱説明書 (PDFファイル )の入った CD-ROM 1枚

認可された適切な電源ケーブルは Sennheiser 取扱店で
お求めいただけます。

アクセサリの一覧については、弊社ウェブサイト 

www.sennheiser.com で HDVD 800 の製品ページをご覧ください。
お住まいの国の Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。
www.sennheiser.com > ｢ Service & Support ｣。

Quick Guide

Safety Guide

Manual
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製品概要

正面の概要

裏面の概要

7 電源ソケット

1 オン /オフスイッチ

2 ヘッドホン接続、XLR-4

ソケット、対称

3 ヘッドホン接続、6.35 mm

ジャックソケット、非対称

4 入力選択 LED 

5 入力選択 ロータリー
スイッチ

6 音量コントローラ

1 3 4 62 5

 アナログ  デジタル

8 入力 XLR-3ソケット、
対称 (BAL L, R)

9 RCA入力用の入力減
衰スイッチ -GAIN+ 

0 入力 RCAソケット、
非対称 (UNBAL L, R)

A 出力 XLR-3ソケット、
対称 (BAL L, R)

B ソケット USB  B型

C S/PDIF 用入力、光 OPT

D S/PDIF 用入力、同軸 COAX

E  入力　AES/EBU用 XLR-3

ソケット 

型番プレートおよび電気データは製品の底面に記載されていま
す。

8

7

A C D EB09
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HDVD 800 をご使用になる前に

ヘッドホン･アンプを設置する

� ヘッドホン･アンプは、平らで水平な面に置いてください。

� 十分な換気ができるよう配慮してください。 ヘッドホン･アンプは
熱を発生させます。

ヘッドホン･アンプを音源に接続する
複数の音源をヘッドホン･アンプに接続できます。音源は入力選択ロー
タリースイッチで選択できます。

� 音源のスイッチを切ります。

� あなたの音源に適した接続ケーブル、または適切なアダプタを選択
します。 推奨される最大ケーブル長 L max にご注意ください。

� 該当する章の記載に従って行なってください。

注意
家具表面が変色する恐れがあります！
製品の脚が家具の光沢や塗装面を傷つけ、家具のシミの原因となる可
能性があります。
� 傷つきやすい表面に製品を置かないでください。場合によっては、
敷物を使用してください。

音源への接続可能性 

(OUT)

接続ケーブル /アダ
プタ L max ページ

XLR-3: AES/EBU

(デジタル )

対称 XLR-3ケーブル 

(110 
10 m

8ページ
を参照

同軸（デジタル） 同軸ケーブル (75  5 m
8ページ
を参照

光（デジタル） 光ケーブル 5 m
8ページ
を参照

USB（デジタル） USB 2.0ケーブル 5 m
9ページ
を参照

XLR-3 

(アナログ )

対称 XLR-3ケーブル
2本

10 m
9ページ
を参照

RCAフォノコネク
タ (アナログ )

RCAフォノコネクタ･
プラグ各 2個を装備
するステレオオーディ
オケーブル

1 m
10ペー
ジを参照

A

B

C

D

E

F
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音源への接続可能性 : デジタル (AES/EBU)

接続ケーブル : 対称 XLR-3ケーブル (110 

音源への接続可能性 : デジタル (同軸 )

接続ケーブル : 同軸ケーブル (75 

音源への接続可能性 : デジタル (光 )

接続ケーブル : 光ケーブル

A

B

C
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音源への接続可能性 : USB

接続ケーブル : USB 2.0ケーブル

� Mac用に、出力装置で HDVD 800（SENNHEISER USB 2.0 音声 OUT）を
選択します。マイクロソフト ウィンドウズ用にドライバをインス
トールして、「サウンド設定」で再生装置に HDVD 800を選択します。

ドライバをインストールする
オペレーティングシステム、マイクロソフト ® ウィンドウズ ® 用に、
添付のCD-ROMに入っているドライバをインストールします。 オペレー
ティングシステム、バージョン 10.6.4以上の Apple® OS X® には、ドラ
イバのインストールは必要ありません。 HDVD 800 は自動的に認識さ
れます。

� スタートページの「インストール」を選択するか、または、添付の
CD-ROMに入っている setup.exeファイルをスタートさせます。

� インストールウィザードの指示に従ってください。
音源への接続可能性 : アナログ、対称 (XLR-3)

接続ケーブル : 対称 XLR-3ケーブル 2本

D

システム要件
オペレーティングシス
テム

Microsoft Windows XP(サービスパック 3)
Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

プロセッサ デュアル･コア･プロセッサ 1.6 GHz 以上
主要メモリ（RAM） 1 GB 推奨
ハードディスク 最低 空メモリ 20 MB

E
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音源への接続可能性 : アナログ、非対称（RCA）

接続ケーブル : RCAフォノコネクタ･プラグ各 2個を装備するステレオ
オーディオケーブル

ヘッドホン･アンプをコンピュータ･サウンドカードと
して使う
HDVD 800 を高価値のコンピュータ･サウンドカードとして使用し、よ
り大きな音量、より高い精度のオーディオデータ伝送を実現できます。

F
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ヘッドホン･アンプを電源に接続します

� 電源ケーブルを、電源ソケットとソケットに接続します。

ヘッドホン･アンプを電源から切り離す：

� 電源ケーブルをソケットから引き抜きます。

注意
製品が損傷する危険があります !

製品を不適切な電源に接続すると、製品が損傷する可能性があります。
�製品は適切な電源ケーブルで電源 (100～240 V AC、50 または 60 Hz)

に接続します。
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HDVD 800 を操作する

HDVD 800 をオン /オフにする

� オン /オフスイッチを押します。
 ヘッドホン･アンプのスイッチを入れると、オン /オフスイッチが
点灯し、スイッチを切ると消灯します。

ヘッドホンを接続する
HDVD 800 は、合計 4台のヘッドホンを接続するために、対称 XLR-4ソ
ケット 2 個と非対称 6.35 mm ジャックソケット 2 個を装備してい
ます。 Sennheiser は、音楽を最高に楽しむために、抵抗値の高いヘッ
ドホンの使用を推奨しています。

� ヘッドホン 1台または複数台を接続します。

警告
聴覚障害の危険 !

大音量で長時間聴くと、恒常的な聴覚障害につながる可能性が
あります。
�ヘッドホンを装着する前に、音量を下げてください (14ペー
ジ参照 )。

�恒常的に大音量で聞かないでください。
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音源を選択する

� 入力選択ロータリースイッチで、接続された音源を選択します。
o

警告
聴覚障害の危険 !

他の音源へ切り替える前に、ヘッドホン･アンプを小さな音量に
設定します。 若干の音源は供給する信号レベルが低いので ( 小
さな音 )、場合によっては、ヘッドホン･アンプの音量を上げる
必要があります。 大きな音量に設定されている音源へ切り替え
ると、ヘッドホンの音量が非常に大きくなり、聴覚損傷につな
がる可能性があります。
� 音源を切り替える前に、ヘッドホン･アンプを音量を低く設
定します (14ページ参照 )。

選択 選択したヘッドホン･アンプの入力

AES XLR-3: AES/EBU (デジタル )

COAX 同軸（デジタル）

OPT 光（デジタル）

USB USB（デジタル）

UNBAL RCA（アナログ）

BAL XLR-3 (アナログ )

2 1
3 4
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RCA入力の信号レベルを調節する
ヘッドホン･アンプを最適にコントロールするため、入力減衰ロータ
リースイッチで、RCAフォノコネクタ入力の信号レベルを調節できます。

� 入力減衰スイッチ -GAIN+ を以下の方向に回します。
+: 信号レベルが低すぎる場合、または
- : 信号レベルが高すぎる場合

 音量を調節する
� コントローラで音量を調節します。
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HDVD 800 を清掃し手入れする

� 清掃を始める前に、製品を電源から切り離します。

� 製品の清掃には乾いた柔らかい布を使用します。

エラーが発生した場合

一覧に記載されていない問題が生じた場合、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、最寄りの Sennheiser 取扱店までお
問い合わせください。
お住まいの国の取扱店については www.sennheiser.com の >「サービス
とサポート」をご覧ください。

注意
液体は製品の電子部品を破壊する恐れがあります！
製品のケース内に液体が入ると、電子部品の短絡を引き起こす可能性
があります。
� 液体は製品から遠ざけておいてください。
� 溶剤や洗剤は絶対に使用しないでください。

問題 考えられる原因 ヘルプ ページ

音が聞こえない 入力選択スイッチ
が二つの設定の間
にあります

入力選択スイッチを
両方の入力の一方に
設定します

13

PC/Mac接続時
に音が聞こえ
ない

他の出力装置が選
択されています。
ドライバがインス
トールされていま
せん

オペレーティングシ
ステムで HDVD 800

を出力装置に選択す
る。マイクロソフト 

ウィンドウズ用に追
加のドライバをイン
ストールする

9

選択したデジタ
ル入力で音が聞
こえない

音源のフォーマッ
トが S/PDIF または 

AES 3 に適合しま
せん

適切なデータフォー
マットの音源を接続
します -

RCAフォノコネ
クタ –入力 : 信
号がひずんでい
る、または、
弱すぎる

感度が高すぎる、
または、低すぎる

アナログ音源の信号
を調節する

14

アナログ XLR-3

入力 : 信号がひ
ずんでいる、ま
たは弱すぎる

音源のオーディオ
信号が強すぎる、
または弱すぎる

音源のオーディオ信
号を適切に調節する

-

Windows: 

HDVD 800 をサ
ウンドカードと
して認識しない

ドライバがインス
トールされていま
せん

ドライバをインス
トールします

9
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技術データ
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 224 x 44 x 306 mm

重量 約 2.25 kg

最大出力 XLR-4出力で 600 負荷の場合、
約 480 mW @ 1 kHz

周波数応答 < 10 Hz ～ > 100 kHz

混信減衰 最低 93 dB @ 1 kHz

ひずみ (THD+N) < 0.001%

アンプ RCA入力 / XLR-4出力 14 dB、22 dB、30 dB、38 dB、
46 dB に設定可能

XLR入力 / XLR-4出力の増幅 16 dB

ダイナミックレンジ > 115 dB @ 600  負荷 (A負荷 )

動作温度 0°C ～ 45°C

供給電流
供給電圧範囲 100 ～ 240V ~、50～ 60Hz

出力 公称 9 W (XLR-4出力へ
2ｘ300 ヘッドホン )

公称 18 W (6.3mm出力へ
2ｘ16ヘッドホン )

アナログ入力 (XLR-3)

最大入力電圧 18 dBV

インピーダンス 20 k

アナログ入力（RCA）
最大入力電圧 20 dBV (最小増幅の場合 )

インピーダンス 10 k

デジタル入力 :

S/PDIF (同軸 /光 )、AES/EBU 

(XLR-3)

走査周波数 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、192 kHz 

(S/PDIF 光 : 最大 88.2 kHz)

USB B型
USB標準 最低 USB 2.0

USBオーディオクラス USB オーディオ 2.0

ヘッドホン出力 (XLR-4)

ピン割り当て 1: L+, 2: L-, 3: R+, 4: R-, 遮蔽 GND

インピーダンス 最低 16 

ヘッドホン出力 (6.35 mm)

ピン割り当て ヒント： 左、リング： 右、スリー
ブ： GND

インピーダンス 最低 16 
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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。 最新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、または、最寄りの Sennheiser取
扱店までお問い合わせください。

次の要件に準拠しています
• WEEE 指令（電気・電子機器廃棄物指令）（2002/96/EC）

使用済みの製品は、お住まいの地域の収集場所またはリサイ
クルセンターで廃棄処理します。

CE 適合宣言

• EMC 指令（電磁両立性指令）（2004/108/EC）
• 低電圧指令（2006/95/EC）
• ErP 指令（2009/125/EC）
• RoHS 指令（特定有害物質使用制限指令）（2011/65/EU）
宣言書は弊社ウェブサイト www.sennheiser.com でご覧いただけます。

商標
Sennheiser は Sennheiser electronic GmbH & Co. KG の登録商標です。
本取扱説明書に記載されている他の製品名および会社名は、各所有者
の商品名または商標名であることがあります。



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 

Publ. 03/13, 549747/A02
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