
RS 160
Digital Wireless Headphone System

取扱説明書



目次
目次
安全に関する注意事項 ......................................................................................  2

デジタルワイヤレスヘッドホンシステム RS 160 .....................................  4

同梱されているもの ..........................................................................................  5

製品の各部の名称 ..............................................................................................  6

ヘッドホン HDR 160 の各部の名称 .........................................................  6

トランスミッター TR 160 の各部の名称 ...............................................  7

インジケータと信号音について ..............................................................  8

接続方法について ...................................................................................... 10

RS 160 をオンにする .......................................................................................  11

トランスミッターを設置する .................................................................  11

トランスミッターをオーディオソースに接続する .......................... 12

トランスミッターに電源を供給する .................................................... 13

ヘッドホンに電源を供給する .................................................................  15

ヘッドホンのヘッドバンドを調整する ...............................................  17

RS 160 を操作する ........................................................................................... 18

トランスミッターをオン /オフにする ................................................  18

ヘッドホンをオン /オフにする .............................................................  20

ヘッドホンで音量を調整する .................................................................  21

ヘッドホンを消音にする .........................................................................  21

オーディオソースの信号を調整する .................................................... 22

ヘッドホンをトランスミッターと接続する .......................................  23

複数のヘッドホンを使って同時に聞く ...............................................  26

RS 160 を清掃する /手入れする .................................................................. 27

問題が発生した場合 ........................................................................................ 28

アクセサリと交換部品 ....................................................................................  30

技術データ ......................................................................................................... 31

製造者宣言 ......................................................................................................... 32
RS 160 | 1



安全に関する注意事項
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、必ず本取扱説明書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。

� ヘッドホンは、心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器から
10 cm 以上離してご使用ください。ヘッドホン内の磁石により磁場
が作り出され、心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に障害
が発生する場合があります。

� 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。

� 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。

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
度に高温の場所に置かないでください。正常な動作時温度は 0 ～
40°C です。

� 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。

� 製品を長期間使用しない場合は、AC コンセントから電源ユニット
を抜いてください。

� 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。

� 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。

� 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。

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、ポータブル機器 , 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。
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。
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安全に関する注意事項
交換部品

交換部品を取り付ける必要がある場合は、サービス担当技術者に依頼
してください。また、Sennheiser が推奨する交換部品、または、元の
部品と同じ特性の交換部品だけをお使いください。認可されていない
交換部品を使用すると、火傷や感電などの危険につながることがあり
ます。

NiMH(ニッケル水素 )バッテリー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）。

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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デジタルワイヤレスヘッドホンシステム RS 160
デジタルワイヤレスヘッドホンシステム 

RS 160

RS 160 は、さまざまな機能を備えたワイヤレスヘッドホンシステムで
す。透明感のあるバランスの良い音質と大変優れた低音域の再生は、
HiFi 機器、ホームシアター機器、または、テレビ用に最適です。

素晴らしい音質、優れたデザイン、最高の快適性をお届けします。

ワイヤレスヘッドホンシステム RS 160 のその他の特長

• 堅牢な 2.4 GHz 無線帯域を利用して、妥協のないサウンド伝送。邪
魔になるケーブルを使わずに、素晴らしい音楽をお楽しみいただけ
ます。

• 高機能ネオジウムマグネットを装備したダイナミックトランス
デューサーで、細かい音も逃さないクリアなオーディオ再生を実現
します。

• Kleer技術を採用。妥協のないデジタルワイヤレスオーディオ伝送
で、原音の劣化のない CD 品質をお楽しみいただけます。

• 設定不要のプラグアンドプレイ機能。トランスミッターをお使いの
オーディオ /ビデオ機器に接続し、ヘッドホンを装着して、オンに
するだけです。

• 1 台のトランスミッター TR 160 で、最大 4 人まで同時に聞くこと
ができます。

KleerTM ワイヤレス技術

ワイヤレスヘッドホンシステム RS 160 は、Kleer 社のデジタルワイヤ
レス伝送技術を採用しています。Kleer 社は、同名の規格を開発して、
この低消費電力伝送を可能にしました。音を逃さず最高の CD 品質を伝
送します。
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同梱されているもの
同梱されているもの
ヘッドホン HDR 160 (x1)

トランスミッター TR 160 (x1)

国別アダプター付き差し込み電源ユニット (x1)

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 (x1)

DC ケーブル、4.0 mm ホロージャックソケットから 

2 x 4.0 mm ホロージャックプラグへ (x1)

自己放電の少ないニッケル水素充電池、単 4 形 (x2)

クイックガイド (x1)

安全に関する注意事項 (x1)
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製品の各部の名称
製品の各部の名称

ヘッドホン HDR 160 の各部の名称

�

�

HDR 160

�

�

�

�

�

	

	

� ヘッドバンド � ボタン VOLUME（音量） +
� 耳クッション � 多機能ボタン 

� バッテリー装着部 � ボタン VOLUME（音量）–

� 充電ソケット（DC 5V 0.6A）
� 多機能 LED

多機能ボタン  � を使って、ヘッドホンをオンにしたり、スタ
ンバイモードやマルチユーザーモードへの切り替え、消音、接
続、登録ができます。
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製品の各部の名称
トランスミッター TR 160 の各部の名称


 多機能ボタン
� 多機能 LED

� 差し込み電源ユニット用ポート（DC 5V 0.6A）
 オーディオ入力（AUDIO IN（オーディオ入力））
� VOLUME（音量）（– +）コントローラ

多機能ボタン  
 を使って、トランスミッターをオンにした
り、スタンバイモードやマルチユーザーモードへの切り替え、接
続、登録ができます。

1

2 3 54
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製品の各部の名称
インジケータと信号音について

それぞれの LED の絵記号の意味

ヘッドホン上のインジケータ

状態 意味
LED が点灯しています。

LED が 1 秒に 1 回の間隔で点滅しています。

LED が 5 秒に 2 回の間隔で点滅しています。

インジケータ 状態 意味
多機能 LED � バッテリーの残量が少なく

なりました。

バッテリーが充電されま
す。

オフ バッテリーは完全に充電さ
れました。
ヘッドホンが適切なトラン
スミッターを検出します。

ヘッドホンがトランスミッ
ターと接続しています。

ヘッドホンが信号を受信し
ています。

1s

5s

1s

1s

1s

5s
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製品の各部の名称
トランスミッター上のインジケータ

ヘッドホンの信号音

インジケータ 状態 意味
多機能 LED � オーディオソースの信号が

強すぎます。
トランスミッターが適切な
ヘッドホンを検出します。

トランスミッターがヘッド
ホンと接続しています。

トランスミッターはシング
ルユーザーモードです。

トランスミッターはマルチ
ユーザーモードです。

短い信号音 1 回 意味
音量が最小です。
音量が最大です。

1s

1s

5s

5s
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製品の各部の名称
接続方法について

接続方法

検出 ヘッドホンとトランスミッターをオンにすると、ヘッドホンが適切な
トランスミッターを検出します。

ペアリング ヘッドホンとトランスミッターが相互に認識すると、ヘッドホンがト
ランスミッターに登録されます。

接続方法

シングルユーザーモード ヘッドホンを使ってオーディオソースを聞きます。標準では、トラン
スミッターはシングルユーザーモードに設定されています（23 ページ
を参照してください）。

マルチユーザーモード オーディオソースを同時に複数のヘッドホンを使って聞くには、トラ
ンスミッターでマルチユーザーモードに設定する必要があります。
（26ページを参照してください）。

1s
HDR 160

5s
HDR 160

5s
HDR 160

5s

HDR 160

HDR 160

HDR 160
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RS 160 をオンにする
RS 160 をオンにする

トランスミッターを設置する

� トランスミッターをオーディオソース（テレビ、ステレオ装置、ホー
ムシアター装置など）の近くに設置します。

� トランスミッターをメタルラック、鉄筋コンクリートの壁またはそ
の他の金属構造物の近くに直接設置しないでください。トランス
ミッターの帯域幅に影響を及ぼします。

� トランスミッターはヘッドホンを使用する場所から目に見える距
離に設置します。
RS 160 | 11



RS 160 をオンにする
トランスミッターをオーディオソースに接続する

トランスミッター TR 160 は、テレビ、スマートフォン、または、ステ
レオ装置など、さまざまなオーディオソースに接続することができま
す。

� トランスミッターを接続する前に、オーディオソースをオフにしま
す。

� オーディオ接続ケーブル � をトランスミッターのオーディオ入力 
に差し込みます。

� オーディオ接続ケーブル�をオーディオソースのヘッドホンソ
ケットに差し込みます。

� オーディオソースを中程度の音量に設定してください。 こうするこ
とで、ワイヤレスサウンド伝送の品質を改善します。場合によって
は、オーディオソースの設定を確認します。

4

6

6
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RS 160 をオンにする
トランスミッターに電源を供給する

トランスミッター TR 160 の電源は次の方法で供給します :

• 付属の差し込み電源ユニット NT5-6AW 

• 使い捨てバッテリー（単 3 形、ニッケル水素、1.2 V、最低 1300 mAh）

• 使い捨てバッテリー（単 3 形、1.5 V）

差し込み電源ユニットでトランスミッターに電源を供給する

� コンセントに合う国別アダプター � を選択します。

� 国別アダプター � を差し込み電源ユニット � に押して、しっかり
収めます。

� 差し込み電源ユニットのプラグ � をポート � に差し込みます。

� 差し込み電源ユニット � をコンセントに差し込みます。
トランスミッターがオンになります。9 秒経過すると、多機能 LED

� が緑色に点滅します。トランスミッターが適切なヘッドホンを検
出します。

AUEU UK US

7

8

3

2

9

1s

0

ヘッドホンを快適に充電するために、充電ケーブル�を差し込
み接続部のアダプタ�に接続してください（16ページの「バッ
テリーをヘッドホン内で充電する」を参照してください）。
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RS 160 をオンにする
バッテリーをトランスミッターに取り付ける /バッテリーを交換する

� トランスミッター TR 160には、使い捨てバッテリー（単 3 形、ニッ
ケル水素、1.2 V、最低 1300 mAh）またはバッテリー（単 3 形、
1.5 V）をご利用ください。

� 図にあるように、トランスミッターの底部にあるバッテリー装着部
を開きます。

� 必要な場合は、空のバッテリーを取り外します。

� バッテリーを取り付けます。バッテリーを取り付ける際には、極性
に注意します。

� バッテリー装着部を閉じます。
カチッという音がしてカバーが固定されます。トランスミッターが
オンになります。9 秒経過すると、多機能 LED � が緑色に点滅しま
す。トランスミッターが適切なヘッドホンを検出します。

1s
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RS 160 をオンにする
ヘッドホンに電源を供給する

ヘッドホンの電源は次の方法で供給します :

• 使い捨てバッテリー（単 4 形、1.5 V）

• 充電式バッテリー（単 4 形、ニッケル水素、1.2 V）

充電式バッテリーを使用する場合は、充電ケーブル � と接続してヘッ
ドホン内で充電することができます（次の章を参照してください）。

バッテリーをヘッドホンに取り付ける /バッテリーを交換する

� 両方の耳クッション � を矢印の方向に回します。その際には軽い
抵抗があります。

� 両方の耳クッション � をイヤーカップから取り外します。

� 必要な場合は、空のバッテリーを取り外します。

� バッテリーを取り付けます。バッテリーを取り付ける際には、極性
に注意します。

� 耳クッション � を元に戻します。

�

�
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RS 160 をオンにする
バッテリーをヘッドホン内で充電する

バッテリーを初めて使用する場合は、最低 16 時間充電します。その後
の充電時間は、充電前の使用時間の約半分になります。動作時間は最
大 24 時間です。

� 充電ケーブル � をヘッドホンの充電ソケット � に差し込みます。

� 充電ケーブル � をトランスミッターのポート � に差し込みます。

� 充電ケーブル � を差し込み電源ユニットのプラグ � と接続します。

� 差し込み電源ユニット � をコンセントに差し込みます。
バッテリーが充電されます。ヘッドホンの多機能 LED � がオレン
ジ色に点灯します。

注意 ヘッドホンの故障 !

使い捨てバッテリーをヘッドホンに取り付けると、充電の
際にバッテリーが漏れて、ヘッドホンが破損することがあ
ります。
� ヘッドホン内では、充電式バッテリーだけを充電して
ください。

16h

差し込み電源ユニットまたは充電ケーブル � をトランスミッ
ターに接続すると、トランスミッターは自動的にバッテリー駆
動からコンセント駆動に切り替わります。

�

0

9

7

3

�

100%
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RS 160 をオンにする
ヘッドホンのヘッドバンドを調整する

ヘッドホンを頭の大きさに合わせて調整して、優れた音質と快適な装
着感を実現します。頭の大きさに合わせて、ヘッドバンド � を段階的
に調整します :

� ヘッドバンド�が頭の中央になるようにヘッドホンを装着します。

� ヘッドホンを次のように調整します。
• 耳クッションが耳を完全に覆うように調整します。
• 耳が軽く押されるような感じになるように調整します。
• ヘッドバンド � が頭の上になるように調整します。

�

HDR 160
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RS 160 を操作する
RS 160 を操作する

次の手順に従って、製品をオンにして、オーディオソースを聞きます :

トランスミッターをオン /オフにする

トランスミッターをオンにする

� 多機能ボタン  
 を約 1 秒間押し続けます。
トランスミッターがオンになります。トランスミッターの多機能
LED � が緑色に点滅します。トランスミッターが適切なヘッドホン
を検出します。

トランスミッターが適切なヘッドホンを検出すると、トランスミッ
ターはヘッドホンと接続して、オーディオ信号を伝送します。ヘッ
ドホンの多機能 LED � とトランスミッターの多機能 LED � がゆっ
くりと点滅します。

操作の手順 ページ
1. バッテリーが装着されていることを確認します。 16

2. オーディオソースをオンにします。 –

3. トランスミッターをオンにします。 18

4. ヘッドホンをオンにします。 20

5. 音量を調整します。 21

1s

5s

2

1

�

18 | RS 160



RS 160 を操作する
トランスミッターをオフにする

� 多機能ボタン  
 を約 1 秒間押し続けます。
多機能 LED � が消灯します。トランスミッターはスタンバイモー
ドになります。

トランスミッターを電源から切断する :

� 電源ユニットを外して、トランスミッターを電源から切断します。

ヘッドホンを 5 分を超えて通信範囲外に置いたり、または、オ
フにすると、トランスミッターは自動的にスタンバイモードに
なります。多機能 LED � が消灯します。スタンバイモードでは、
トランスミッターはわずかな電力しか消費しません。トランス
ミッターは電源に接続したままにしても構いません。
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RS 160 を操作する
ヘッドホンをオン /オフにする

ヘッドホンをオンにする

� 多機能ボタン  � を約 1 秒間押し続けます。
ヘッドホンがオンになります。多機能 LED � が緑色に点滅します。
ヘッドホンが適切なトランスミッターを検出します。

ヘッドホンが適切なトランスミッターを検出すると、トランスミッ
ターとヘッドホンが接続して、オーディオ信号を伝送します。ヘッ
ドホンの多機能 LED � とトランスミッターの多機能 LED � がゆっ
くりと点滅します。

注意 高音による危険 !

高い音量を長時間聞くと、長期的な聴覚障害につながるこ
とがあります。
� ヘッドホンを装着する前に、音量を下げます。
� 長時間高音で聞くことはお止めください。

注意 磁場による危険 !

ヘッドホンにより磁場が作り出され、心臓ペースメーカー
および埋め込み型除細動器の装着者に影響を及ぼす場合
があります。
� ヘッドホンは、心臓ペースメーカーまたは植込み型除
細動器からは最低 3cm（1.2 インチ）離してお使いくだ
さい。

1s

5s

�

2

�
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RS 160 を操作する
ヘッドホンをオフにする

� 多機能ボタン  � を約 1 秒間押し続けます。
多機能 LED � が消灯します。ヘッドホンはスタンバイモードにな
ります。

ヘッドホンで音量を調整する

� VOLUME（音量）–  ボタン�、または、VOLUME（音量）+  ボタン�
を押して、お好みの音量とひずみのない音色にしてください。

ヘッドホンを消音にする

� 多機能ボタン  � を短く押して、ヘッドホンを消音にしたり、消
音を解除します。

ヘッドホンが 5 分を超えてトランスミッターからの信号を受信
しないと、ヘッドホンは自動的にスタンバイモードに切り替わ
ります。

Vol +Vol - Vol +Vol -

��

�
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RS 160 を操作する
オーディオソースの信号を調整する

トランスミッターは、ヘッドホンが常に最適な信号を受信するように
自動的に調整します。必要な場合は、VOLUME � コントローラを使っ
て、オーディオ信号の音量を調整してください。

しかし、オーディオソースの信号が強すぎて自動的に調整できないこ
とがあります。

オーディオソースの信号が強すぎると、トランスミッターの多機能
LED � が赤色に点滅または点灯します。 

� 多機能 LED � が赤色に点滅しなくなるまで、トランスミッターの
VOLUME（音量）�コントローラを調整します。

� または、多機能 LED � が赤色に点滅または点灯しなくなるまで、
オーディオソースの音量を調整します。

5 2
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RS 160 を操作する
ヘッドホンをトランスミッターと接続する

ヘッドホンとトランスミッターは、出荷時にすでに接続されています。
次のような場合は、ヘッドホンをトランスミッターと接続するだけで
す。

• その他の Kleer 対応ヘッドホンを接続したい場合

• トランスミッターとヘッドホンの接続が近くにある障害物で妨げ
られる場合

複数のヘッドホンを使用したい場合は、25 ページの「複数のヘッドホ
ンをトランスミッターと接続する」の章を参照してください。

1 台の HDR 160 ヘッドホンをトランスミッターと接続する

ヘッドホンをトランスミッターと接続する際のトランスミッターと
ヘッドホンの間の最大距離は 1 m です。
� トランスミッターとヘッドホンがスタンバイモードになっている
ことを確認します（19ページと 21ページを参照してください）。

システム RS 160 は、Kleer 社のデジタルワイヤレス伝送技術を
採用しています。Sennheiser MX W1 などのその他の Kleer 対応
ヘッドホンを トランスミッターと接続することもできます。情
報については、次の章、および、対応する製品の取扱説明書を
ご覧ください。
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RS 160 を操作する
� トランスミッターの多機能ボタン  
 とヘッドホンの多機能ボタ
ン  � を同時に 7 秒間押し続けます。
トランスミッターの多機能 LED � が緑色に点滅します。

約 30 秒経過すると、ヘッドホンが自動的にトランスミッターと接続し
て、オーディオソースを聞くことができます。ヘッドホンの多機能
LED � とトランスミッターの多機能 LED � が緑色に点滅します。

1s

�

1

2

7s

5s

�

1

2�
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RS 160 を操作する
その他の Kleer 対応ヘッドホンをトランスミッターと接続する

次の例では、Sennheiser MX W1 ヘッドホンをトランスミッター TR 160

と接続する手順について説明します。

その他の Kleer 対応ヘッドホンをトランスミッターと接続する方法に
ついては、対応する製品の取扱説明書を参照してください。

� 両方の MX W1 ヘッドホンの動作 /ペアリングボタンを 7  秒間押し
続けます。

� トランスミッターの多機能ボタン  
 を約 7 秒間押し続けます。

約 30 秒経過すると、MX W1 ヘッドホンが自動的にトランスミッター
と接続して、オーディオソースを聞くことができます。トランスミッ
ターの多機能 LED � が緑色に点滅します。

複数のヘッドホンをトランスミッターと接続する

複数のヘッドホンを同時に使用するには、まず、ヘッドホンをトラン
スミッターに登録する必要があります。

� 次の「ヘッドホンをトランスミッターと接続する」の章にある手順
に従います。
最後に登録したヘッドホンだけでオーディオソースを聞くことが
できます（シングルユーザーモード）。

オーディオソースを同時に最大 4 台のヘッドホンで聞く :

� 次の章にある説明に従って、マルチユーザーモードに切り替えま
す。

1

2

7s

5s
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RS 160 を操作する
複数のヘッドホンを使って同時に聞く

標準では、トランスミッターはシングルユーザーモードに設定されて
います。オーディオソースを同時に複数のヘッドホンを使って聞くに
は、トランスミッターでマルチユーザーモードに設定する必要があり
ます。

� すべてのヘッドホンがトランスミッターと接続していることを確
認します（前の章を参照してください）。

� すべてのヘッドホンをオンにします（20 ページを参照してくださ
い）。

� 次に、トランスミッターをオンにします（18 ページを参照してくだ
さい）。

� トランスミッターの多機能ボタン  
 を短く押します。
トランスミッターの多機能 LED � とヘッドホンの多機能 LED � が
緑色に点滅します。同時に複数のヘッドホンを使ってオーディオ
ソースを聞くことができます。

5s

マルチユーザーモードでトランスミッターの多機能ボタン  

を押すと、トランスミッターはシングルユーザーモードに切り
替わります。最後に登録したヘッドホンで引き続きオーディオ
ソースを聞くことができます。その他のヘッドホンの接続は切
断されます。

HDR 160

HDR 160

HDR 160
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RS 160 を清掃する /手入れする
RS 160 を清掃する /手入れする

� 清掃の前には、製品をオフにして、トランスミッターを電力網から
切断します。

� 製品の清掃には、乾いた柔らかい布だけをお使いください。

耳クッションを交換する

衛生上の理由から、耳クッションを随時交換します。交換用の耳クッ
ションは最寄りの Sennheiser 代理店でお求め板だけます（30 ページの
「アクセサリと交換部品」をご覧ください）。

� 耳クッション � を矢印の方向に回します。その際には軽い抵抗が
あります。

� 耳クッション � をイヤーカップから取り外します。

� 新しい耳クッションをイヤーカップに取り付けます。

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。
液体が製品の筐体内に入って、電子部品が短絡する原因に
なることがあります。
� いかなる液体も製品に近づけないでください。
� 溶剤やその他の洗浄剤は使用しないでください。

�

�
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問題が発生した場合
問題が発生した場合
サウンドの問題

問題 考えられる原因 考えられる対応策 ページ
サウンドが
聞こえない

トランスミッターまたは
ヘッドホンがオフになって
います

トランスミッター
/ヘッドホンをオ
ンにします

18/20

ヘッドホンが消音になって
います

消音を解除します 21

プラグが正しく差し込まれ
ていません

プラグを点検しま
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

18

オーディオケーブルが破損
しています

ケーブルを交換し
ます 

–

トランスミッターとヘッド
ホンの接続が近くにある障
害物で妨げられています

ヘッドホンとトラ
ンスミッターを接
続し直します

23

トランスミッター
を電力網からいっ
たん切断して、接
続し直します

13

バッテリーをいっ
たん取り外して、
取り付け直します

15

ヘッドホンがトランス
ミッターと正しく繋がれ
ていません（例：別の
ヘッドホン）

ヘッドホンをトラ
ンスミッターと接
続する

23

サウンドが
一時的に出
なくなる

トランスミッターまでの距
離が遠すぎます

トランスミッター
までの距離を近づ
けます

11

信号が遮られる トランスミッター
とヘッドホンの間
にある障害物を取
り除きます

11

近くに妨害する機器があり
ます

位置を変えます 11

音が低すぎ
る

オーディオソースの音量が
低すぎます

オーディオソース
の音量を上げます

–

オーディオソースの信号が
弱すぎます

トランスミッター
の VOLUME �コ
ントローラを時計
回りに回す 

22

ヘッドホンの音量設定が低
すぎます

VOLUME + �キー
を何度も押す 

21
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問題が発生した場合
その他の問題

一覧に記載されていない問題が発生した場合や、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、最寄りの Sennheiser

パートナーまでお問い合わせください。

お住まいの国のパートナーについては www.sennheiser.com をご覧く
ださい。

音が片側か
らしか聞こ
えない

オーディオケーブルが破損
しています

ケーブルを交換し
ます

–

オーディオケーブルが正し
く差し込まれていません

プラグを点検しま
す

12

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
VOLUME – �キー
で音量を下げる 

21

トランス
ミッターの
多機能 

LED �が赤
く点滅また
は点灯しま
す

オーディオソースの信号が
強すぎます

 トランスミッ
ターの VOLUME �

コントローラを反
時計回りに回す

22

オーディオソース
の音量を下げます

‒

問題 考えられる原因 考えられる対応策 ページ
トランス
ミッターが
オンになら
ない

電力網に接続されていませ
ん

差し込み電源ユ
ニットの接続を点
検します

13

ヘッドホン
がオンにな
らない

バッテリーが空です バッテリーを充電
します

16

バッテリーが正しく装着さ
れていません 

バッテリーを取り
付け直して、極性
を確認します

15

動作時間が
短い

バッテリーが消耗していま
す

バッテリーを交換
します

14/15

問題 考えられる原因 考えられる対応策 ページ
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アクセサリと交換部品
アクセサリと交換部品
Sennheiser 純正アクセサリおよび交換部品のみをお使いください。そ
の他のアクセサリや交換部品を使用すると、製品の品質が劣化したり、
製品が故障することがあります。

部品番号 アクセサリ /交換部品
504250 ヘッドホン HDR 160

555691 国別アダプター付き差し込み電源ユニット
534486 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（1 m）
534479 DC ケーブル、4.0 mm ホロージャックソケットから 

2 x 4.0 mm ホロージャックプラグへ
093778 アダプター、

3.5 mm ジャックソケットから 6.35 mm ジャックプラグへ
514267 アダプター、

3.5 mm ジャックソケットから 2 つの RCA プラグへ
534470 耳クッション 1 組（クローズドタイプ）
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技術データ
技術データ
システム RS 160

変調方式 MSK デジタル
伝送周波数 2.4 ～ 2.48 GHz

通信範囲 障害物のない場所で約 20 m

周囲温度 0°C ～ 40°C

トランスミッター TR 160

オーディオ接続 3.5 mm ステレオジャックソケット
消費電力
（スタンバイモード） < 0.3 W

電力供給 5 V , 600 mA

単 3 形バッテリー 2個、
1.5 Vまたは単 3 形ニッケル水素バッテ
リー、1.2 V、最低 1300 mAh

送信電力 < 2.5 mW

電池の使用時間 約 120 時間
質量（バッテリーを除く） 約 56 g

寸法 8.7 cm x 9.7 cm x 2.7 cm

ヘッドホン HDR 160

トランスデューサ 耳覆い型クローズドタイプ
最大音圧レベル 106 dB（SPL）
ひずみ率 < 1 kHz 100 dB SPL で 0.5%

周波数範囲 18 Hz ～ 21,000 Hz

バッテリーの充電時間 約 16 時間
電力供給 単 4 形ニッケル水素バッテリー 2 個、

1.2 V, 820 mAh

動作時間 約 24 時間
質量（バッテリーを除く） 約 226 g

差し込み電源ユニット「NT5-6AW」

受信電力 100 ～ 240 V~, 0.2 A, 50 ～ 60 Hz

定格電力 5 V , 600 mA

動作温度範囲 0°C ～ +40°C
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製造者宣言
製造者宣言
保証

Sennheiser electronic GmbH & Co. は本製品を 24 ヶ月間保証いたします。
実際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 パートナーまでお問い合
わせください。

準拠する要件

• WEEE 指令（電気・電子機器廃棄物指令）（2012/19/EU）
寿命を過ぎた場合は、当該機器を扱う最寄りの回収場所ま
たはリサイクルセンターに本製品を持ち込んで処分してく
ださい。

• 電池指令（2013/56/EU）
付属の電池または充電式電池はリサイクルできます。これ
らの電池は特殊廃棄物として処分するか、専門業者に返却
してください。環境を保護するために、完全に使い切った
電池だけを廃棄してください。

CE 適合宣言

• 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）

• 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）

• 製品安全指令（2001/95/EC）
モバイルプレーヤー用ヘッドフォン： EN 60065/A12, 

EN 60950/A12, EN 50332-2

CE 適合宣言は弊社ウェブサイト（www.sennheiser.com）でご覧いただ
けます。 本機器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。
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製造者宣言
次の規制に準拠します :

商標

Kleer ロゴは Kleer Corporation の登録商標です。
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。

米国 FCC（米国連邦通信委員会） 
ID: DMOTR160

FCC（米国連邦通信委員会） 
ID: DMOHDR160

カナダ IC（カナダ産業省）: 2099A-TR160

IC（カナダ産業省）: 2099A-HDR160

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

欧州

オーストラリ
ア /ニュー
ジーランド
シンガポール

日本
R 201 WW 09215279

201 WW 09215278
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