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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 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 大音量での使用は避けてください。ヘッドフォ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 ヘッドフォンは中・低音量の場合に特に優れた音質
を再現します。
X ヘッドフォンは、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。ヘッドフォ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。
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 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。
X 雷雨の間や長期間使用しない場合は、電源ユニットを壁側のコンセントから
抜いてください。

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10～40℃です。
X 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。
X 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。
X 本製品は、必ずBluetooth®無線通信が可能な環境でご使用ください。
X 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。
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安全に関する重要な注意事項

ご使用上の注意点/責任

このワイヤレスヘッドフォンは、Bluetooth を介した無線通信に対応している
モバイル機器（モバイル音楽プレーヤー、携帯電話、タブレット等）と使用す
ることを目的として設計されています。使用可能な Bluetooth 機器として、以
下のプロファイルに対応している機器があります。Hands Free Profile (HFP)、
Headset Profile (HSP)、Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)、
Audio/VideoRemoteControlProfile(AVRCP)、DeviceIDprofile(DIP)。

関連する取扱説明書および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。

リチウムポリマー電池バックに関する安全上の注意

警告
リチウムポリマー電池パック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。

• 爆発
• 出火

• 発熱、
• 煙やガスの発生

充電式電池が内蔵されている製品を廃棄する場合は、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および充電器のみをご使用く
ださい。

充電式電池が内蔵されている製品の充電は、10～40℃（+/-5℃）
の温度環境でのみ行ってください。

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。

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

70℃ 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た製品に明らかな欠陥が見られた場合は、
製品を充電しないでください。
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PXC550ワイヤレスヘッドフォン

PXC.550.ワイヤレスヘッドフォン
PXC 550 ワイヤレスヘッドフォンは、Sennheiser が提供する次世代のビ
ジネス/外出用ヘッドフォンです。最高速度と高いエネルギー効率を誇る
Bluetooth 4.2ワイヤレス規格を搭載したPXC550ワイヤレスヘッドフォンに
は、最先端機能が満載です。たとえば、周辺の騒音レベルに応じて強度を調節
できるNoiseGard.の1つのオプションであるAdaptiveNoiseGard™アクティ
ブノイズ除去（ANC）システムを搭載しています。

また、CapTune 機能により可能性がさらに広がりました。スマートフォンをタッ
プするだけでリスニングエクスペリエンスを向上させるさまざまな機能がご利
用いただけます。

PXC550ワイヤレス–音楽や電話をスワイプで選択できるため、これまでにな
く楽しく、軽快に操作できます。

特長
• 背景の雑音を最適にカットする優れたオーディオパフォーマンスを実現す
るNoiseGard™.ハイブリッドアクティブノイズ除去（ANC）

• 音にこだわるユーザーに最適なAdaptiveNoiseGard™ANCシステム
• 右側のイヤーカップにあるタッチパッドからタップやスワイプで音楽を選択
したり、電話を操作したりすることが可能

• CapTune でアプリの操作性を向上。CapTune でリスニングエクスペリエン
スをカスタマイズし、ヘッドフォンを最大限に活用する

• スマートポーズ機能により、ヘッドフォンを着脱するたびに、音楽が自動的
に再生/一時停止。この機能をご利用いただくには、CapTune でこの機能が
アクティブされている必要があります

• コールエンハンスメント機能により、電話の音質をさらに向上。この機能は、
通話相手の声を自然に再現するため、まるで同じ部屋で会話しているかのよ
うな臨場感を実現

• 高いエネルギー効率を誇る最新のBluetooth®4.2ワイヤレス技術を搭載し
た密閉型デザイン

• NFCを使用するスマート機器と瞬時にペアリング
• 音声通信のための3つの内蔵マイクを使用したVoiceMax™技術で通話の
音質を強調し外部の雑音を除去

• Bluetooth®とNoiseGard™.を両方共アクティブにした状態で20時間の電
池寿命。オーディオケーブルを使用して接続し、NoiseGard™機能のみをアク
ティブにした状態で30時間の電池寿命

• 小型で極めて快適なオーバーイヤー式ヘッドフォン
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PXC550ワイヤレスヘッドフォン

Bluetooth
PXC 550 ワイヤレスヘッドフォンは、Bluetooth 技術 4.2 規格に適合してお
り、Bluetooth 1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1 および 4.2 機器で以下のプロファ
イルを使用できます。
• Headset.Profile.(HSP).1.2.–.Bluetooth.スマートフォンと相互作用するため
にヘッドフォンが使用する基本機能を提供します。

• Hands-Free. Profile. (HFP). 1.6. –. HSP よりも多くの機能をご利用いただけ
ます。HSP プロファイルが音声コントロール等の機能に対応していない場
合、HFPに自動的に切り替えます。

• Audio/Video.Remote.Control.Profile.(AVRCP).1.5.–Bluetooth機器の音楽
をヘッドフォンからコントロールするために使用します（再生、一時停止、音
楽トラックのスキップ等）。

• Advanced.Audio.Distribution.Profile.(A2DP).1.3.–高音質ステレオ音楽を
ヘッドフォンにストリーミングするために Bluetooth 機器によって使用され
ます。

• Device.ID.Profile.(DIP).1.3.–メーカー、製品ID、製品バージョン等、ヘッドフ
ォン固有の情報を提供するために使用します。

CapTune
CapTune は、PXC 550 ワイヤレスヘッドフォンのパフォーマンスを最適化す
るために開発された音楽・デバイスカスタマイズアプリです。CapTune をイン
ストールすることで、ヘッドフォンの各種機能をより楽しくお使いいただけ
ます。CapTune 機能を使って、通話音声または音楽の明瞭さのいずれかを優
先するサウンドモードを切り替えたり、特に通話品質などのエクスペリエンスを
向上したりします。CapTuneアプリはAppStoreまたはGooglePlayからダウ
ンロードできます。

NFC
Near Field Communication (NFC) とは、短距離ワイヤレス技術のことを指
し、NFC 互換の電子機器同士を近距離に配置するか、シングルタッチすること
で機器間の接続と通信を可能にします。

VoiceMax
VoiceMax™ マルチマイク技術は、背景の雑音をフィルタで除去します。3 つの
マイクが相乗効果を発揮し、片方のマイクが使用者の音声を強調し、残り 2 つ
が環境雑音を除去します。

NoiseGard
NoiseGard™ ハイブリッドアクティブノイズ除去システムは、2 つのノイズ除去
システムを組み合わせで、合計4つのマイクから構成されます。ヘッドフォンの
外側に開口部のある2つのマイクがFeed-Forwardアクティブノイズ除去シス
テムとして機能して高周波帯域の雑音を低減し、またヘッドフォンの内側にあ
る他の2つのマイクがFeed-Backアクティブノイズ除去システムとして機能し
て低周波帯の雑音を低減します。これら2つのマイクシステムを組み合わせる
ことで、対象となる周波数帯域が広がり、雑音が大幅に低減されます。

aptX®
aptX® オーディオコーディングにより、クリーン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。

TalkThrough
PXC 550ワイヤレスのTalkThrough機能を使うことにより、ヘッドフォンを外さ
なくても周囲の人と話すことができます。TalkThrough がアクティブになってい
ると、ヘッドフォンの外側についているプロ仕様の高性能マイクが周辺の音響
信号を受信するため、周囲の人の声をヘッドフォンを通して聞くことができます。

CapTune
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パッケージに同梱されている品目

パッケージに同梱されている品目

ヘッドフォン

携帯用ケース

応答/終了ボタンの付いたオーディオケーブル
（2.5mmおよび3.5mmジャックプラグ付き）

USBケーブル（マイクロUSBコネクタ付き）

機内アダプタ

3.5mm～6.3mmアダプタ

Quick guide クイックガイド

Safety guide 安全ガイド（コンプライアンス情報シート含む）

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 パートナーにお問い合わせください
（www.sennheiser.com>「SalesPartner」）。
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製品概要

製品概要

各ヘッドフォンの概要

1 ヘッドバンド 7 Bluetoothオン/オフスイッチ
2 イヤークッション 8  タッチパッド（右側のイヤーカップ）
3 イヤーカップ 9 音声入力
4 ANCマイク（4個） 0 マイクロUSB入力
5 NFCパネル A LEDディスプレイ
6 スピーチ用マイク（3個） B  「エフェクトモードコントロール」ボタン

C 「NoiseGard/ANCコントロール」スイッチ

2

1

Left L

4

8

Right R

Right R

3

0

6

00

see

9

5

6

0

7

Right R
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製品概要

各ピクトグラムの概要

タッチパッドを操作するためのピクトグラム

ピクトグラム 意味

1x
1回タップし、すぐに指を画面から離します

2x
2回タップし、すぐに指を画面から離します

2s 2秒間画面を長押しします

LED.を示すピクトグラム

ピクトグラム 意味

ぼやけた光は、LEDが点滅していることを示しています

鮮明な光は、LEDが点灯していることを示しています

3x
2s

LEDはx秒ごとにx回点滅します

例:LEDは2秒ごとに3回点滅します

5s

LEDはx秒間継続的に点滅します

例:LEDは5秒間継続的に点滅します

LEDは順番に点滅し続けます
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製品概要

各.LED.インジケーターの概要

操作時に.LED.が示す内容

LED 意味

3x
0.55s

ヘッドフォンがオンになります

機器とのペアリングに成功しました

3x
0.55s

ヘッドフォンがオフになります

3x
0.55s

ヘッドフォンは機器から切断されます

3x
0.55s

ペアリングされた機器はヘッドフォンから完全
に削除されました

ヘッドフォンはペアリングモードです

通話時に.LED.が示す内容

LED 意味

2s
3x 着信

2s
3x 着信がありますが、電池の残量が非常に少なく

なっています

ピクトグラム「i」
ピクトグラム「i」が付いている注記には、ヘッドフォンの使用に関する有用
な情報が記載されています。
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製品概要

ボタンとスイッチの概要

「NoiseGard/ANC.コントロール」スイッチ

位置 機能 ページ
NoiseGardがオフになっています 25

NoiseGardがオンになっています 25

NoiseGardがAdaptiveモードになっています 25

「エフェクトモードコントロール」ボタン

押し方 機能 ページ

1x
次のサウンドエフェクトに切り替えます（電話を
かけている場合は除きます）

27

1x
コールエンハンスメント機能をアクティブにし
たり、非アクティブにしたりすることで、より快適
に通話をお楽しみいただけます

28

4s
（オーディオ再生/ストリーミング中）アクティブ
サウンドエフェクトモードを勧めます

27

4s
手動のBluetoothペアリングモードをアクティ
ブにします

19

Bluetooth.オン/オフスイッチ

位置 機能 ページ
Bluetoothがオンになっています 38

Bluetoothがオフになっています 38
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製品概要

ジェスチャーコントロール機能の概要

ジェスチャーコントロール機能の基本
スイッチオン スイッチオフ

タッチパッドで使えるジェスチャーコントロール機能
タッチパッドを1回タップ タッチパッドを2回タップ

1x 2x

2秒間画面を長押しします 3秒間画面を長押しします

2s 3s

横方向にスワイプ 縦方向にスワイプ

横方向にスワイプして長押し 縦方向にスワイプして長押し

+ HOLD+ HOLD

+ HOLD

+ HOLD



12 | PXC 550

製品概要

CapTune.の概要
CapTuneは、PXC 550ワイヤレスヘッドフォンのパフォーマンスを最適化する
ために開発された音楽・デバイスカスタマイズアプリです。このアプリを使うこ
とにより、お使いのスマートフォンでヘッドフォンの機能やサウンドモードを操
作できるようになります。CapTuneでできる操作の一例:
• サポートしているメディアコンテンツの操作と表示
• TIDAL等の音楽ストリーミングサービスをCapTuneから直接再生
• さまざまなエフェクトモードがあり、ヘッドフォンのサウンドをパーソナライ
ズかつ最適化

• ユーザーが心地良いと感じるレベルにNoiseGardを調節
• オーディオプロンプトを変更
• コールエンハンスメント機能をアクティブにし、より鮮明な音声で快適に通話
• スマートポーズ機能により、瞬時に音楽を再生/一時停止したり、着信した電
話を受けることが可能

• ヘッドフォンの電池残量を表示

アプリの外観はお使いの機器やオペレーティングシステムにより異なる場合が
あります。

サンプル画面 機能
音楽プレイヤー
• ローカルメディアコンテンツ
• ストリーミングサービス
• 再生リスト

PXC.550.ワイヤレスだけの機能
• 調節できるNoiseGardパラメータ
• コールエンハンスメント
• スマートポーズ
• オーディオプロンプトを変更

CapTune
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製品概要

サンプル画面 機能
音の調節
• イコライザ
• プリセット
• SoundCheck
• サウンドエフェクトモードを選択・設定
（PXC550ワイヤレスのみの機能）

プロファイル
• プロファイル設定をカスタマイズ
• 1回クリックするだけで、エクササイズ用
等、特定用途に合わせて事前に設定し
ていた再生リストやサウンド設定をリロ
ード

PXC 550 ワイヤレスは CapTune との使用が最適ですが、他の音楽
プレイヤーやストリーミング用アプリからコンテンツを通常通り再
生することもできます。他の音楽プレイヤーやアプリを使用する場
合、CapTuneをPXC550ワイヤレスヘッドフォンのサウンド設定パネ
ルやリモコンとしてお使いいただけます。

オーディオプロンプトの概要

工場出荷時設定では、音声プロンプトは英語が有効になっています。

CapTuneでは、応答プロンプトとして音声やトーンで操作することができます。
音声プロンプトがアクティブになっている場合、デフォルト言語を次のいずれ
かの言語に設定し直すことができます。
• ドイツ語
• フランス語
• スペイン語
• 中国語（北京語）
• 日本語
• ロシア語
• 韓国語
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使用を開始する前に

使用を開始する前に
下記の手順は、ヘッドフォンをご購入いただき、梱包箱から出したままの状態
であるか、ヘッドフォン機能を CapTune により強化していない状態であること
を想定しています。

CapTune の一部の機能がアクティブ/非アクティブになっている場合、本取扱
説明書に記載される手順でのヘッドフォンの反応は本書に記載するものと異
なる場合があります。

充電の基礎知識

*Accessories not included.

*

*

*

フル充電サイクルは約3時間です。ヘッドフォンを初めて使用する前に、ヘッド
フォンを途中で中断することなくフル充電してください。

充電中、LED が次に図示されているように表示されます。電池の残量が少なく
なると、音声プロンプトにより、ヘッドフォンを充電するよう知らせる音声メッセ
ージが流れます。

ヘッドフォンを充電する際には、付属のUSBケーブルのみを使用することをお
勧めします。外付け USB 電源アダプタを使用してヘッドフォンを充電する場合
は、定格出力500mA以上のアダプタを使用することをお勧めします。

ヘッドフォンを充電しながら、Bluetooth を使って、スマートフォンで引き続き
音楽を聞いたり、電話をかけたりすることができます。

3h

LED.ディスプレイ 意味
電池の残量が非常に少なくなっています
（2%未満）

電池の残量が2～20%です

電池の残量が20～40%です

電池の残量が40～60%です

電池の残量が60～80%です

電池の残量が80%以上あります
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使用を開始する前に

ヘッドフォンを充電する
ヘッドフォンの電源が入っているかいないかににかかわらず、充電することが
できます。

1.充電デーブルの USB プラグをヘッドフォンのマイクロ USB 入力に接続し
ます。

2.USBプラグをコンピュータのUSBポートに接続します。外付け電源アダプタ
を使用している場合は、USBプラグを電源アダプタまたは USB自動車充電
器用アダプタに接続し、電源装置に接続します。
LEDはヘッドフォンの電池残量により点滅/点灯します。

3 h

CHARGING TIME

*

*

* Accessories not included.

*

ヘッドフォンの電源を切って充電すると、高速充電できます。USB ケー
ブルを使って音楽を再生する場合は、詳細を 31ページでご確認くだ
さい。
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使用を開始する前に

CapTune.をインストールする
PXC 550 ワイヤレスヘッドフォンのすべての機能を最大限活用するために、
AppStoreまたはGooglePlayから無料のCapTuneアプリをインストールし
てください。

X AppStoreまたはGooglePlayからアプリをダウンロードします。または、お
使いのスマートフォンの機種により、下のQRコードからスキャンすることも
できます。

iPhone

CapTune

Android

CapTune

X Bluetoothを使ってお使いのスマートフォンをPXC550ワイヤレスヘッドフ
ォンに接続します（17ページ参照）。
X CapTuneを起動します。
CapTuneはPXC550ワイヤレスを認識し、ヘッドフォンと互換性のある機能
をアクティブにします。

CapTune
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使用を開始する前に

ヘッドフォンをペアリングする

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 ヘッドフォンを使い通話を行う場合は、Bluetoothが可能な場所
でのみ行ってください。

ヘッドフォンとBluetooth機器をペアリングするには、NFCまたはBluetooth
検索機能を使用することができます。ヘッドフォンと Bluetooth 機器間の接続
が確立できるようにするため、ヘッドフォンと機器の両方で、必ずBluetoothを
アクティブにしておく必要があります。

PXC 550 ワイヤレスヘッドフォンは、Bluetooth 4.2 規格に適合してい
ます。Bluetooth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 機器とヘッドフォンをペアリングする必要が
あります。

X HandsFreeProfile(HFP)
X HeadsetProfile(HSP)
X Audio/VideoRemoteControlProfile(AVRCP)
X AdvancedAudioDistributionProfile(A2DP)
X DeviceIDProfile(DIP)
ヘッドフォンの電源を初めて入れると、自動的にペアリングモードになります。
ヘッドフォンが既にいくつかの機器とペアリングされている場合は、電源を入
れると、最後に接続した2つのBluetooth機器に自動的に接続しようとします。
ヘッドフォンは、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。

ヘッドフォンを 9 台目の Bluetooth ソース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。上書きされたBluetooth機器との接続を再び確立したい場合は、
ヘッドフォンとペアリングし直す必要があります。

お使いの機器が NFCをサポートしている場合は、瞬時にヘッドフォンとペアリ
ングすることができます。

paired

paired + 
connected
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使用を開始する前に

NFC.を使ってヘッドフォンと.Bluetooth.をペアリングする

以下では、NFCを使ってPXC550ワイヤレスヘッドフォンをBluetooth機器と
ペアリングする方法について、スマートフォンの使用を例として説明します。記
載されている手順が、ご使用のスマートフォンにあてはまらない場合は、スマー
トフォンの取扱説明書の記載に従ってください。

ヘッドフォンの電源を入れ、Bluetooth がアクティブになっていることを確認し
てからこの手順を行います。

1.スマートフォンでNFCをアクティブにします。
2.ヘッドフォンの左側のイヤーカップにあるNFCパネルでスマートフォンをス
キャンします。
LED が順番に白く点滅し、音声プロンプト「pairing」が流れます。ヘッドフォ
ンがペアリングモードになります。

この時点でペアリングをキャンセルする場合は、エフェクトモードコントロ
ールボタンを 1 度押します。数秒後に、音声プロンプト 「pairing
cancelled」が流れます。

3.スマートフォンの画面にペアリング確認ダイアログが表示されたら、「Yes」を
クリックします（この手順は、スマートフォンによって異なることがあります）。
ペアリングに成功すると、音声プロンプト「connected」が流れます。LEDが
3回白く点滅します。

Menu

NFC o�

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

Menu
NFC on
NFC o�

Connect to Bluetooth device?
Yes
No

› connected ‹ 

LeftL

3X

scan

接続が確立できない場合は、音声プロンプト「nodevicefound」が流れま
す。5分以内に接続が確立されない場合、ペアリングモードは終了し、ヘッ
ドフォンは切断状態に戻ります。ヘッドフォンの電源を一度切り、再度電
源を入れて、再起動した後、ペアリング手順を繰り返します。
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使用を開始する前に

ヘッドフォンと.Bluetooth.機器をペアリングする
この手順を行う際には、ヘッドフォンがお使いのスマートフォンから 20 cm 以
内の距離にあり、ヘッドフォンでBluetoothがアクティブになっていることを確
認します。

1.ヘッドフォンをオンにします（22ページ参照）。
• ヘッドフォンとスマートフォンを初めてペアリングする際には、自動的に
ペアリングモードになります。

• ヘッドフォンが自動的にペアリングモードにならない場合は、エフェク
トモードコントロールボタンを 4 秒間またはトーンと音声プロンプト
「pairing」が流れるまで長押しします。
LEDが順番に白く点滅します。ヘッドフォンがペアリングモードになります。

2.スマートフォンでBluetoothをアクティブにします。
3.スマートフォンで、Bluetooth機器の検索を開始します。
スマートフォンの近くにあるアクティブなBluetooth機器がすべて表示され
ます。

4.検索された Bluetooth 機器リストから、「PXC 550」を選択します。必要な場
合は、既定のPINコード「0000」を入力します。
ペアリングに成功すると、音声プロンプト「pairing successful」と「phone x
connected」が流れます。LEDが3回白く点滅します。

20 cm

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�

Menu
Add device

PXC 550
Keyword: 0000

PXC 550

› connected ‹ 

3X

接続が確立できない場合は、音声プロンプト「nodevicefound」が流れま
す。5分以内に接続が確立されない場合、ペアリングモードは終了し、ヘッ
ドフォンは切断状態に戻ります。ヘッドフォンの電源を一度切り、再度電
源を入れて、再起動した後、ペアリング手順を繰り返します。



20 | PXC 550

使用を開始する前に

ヘッドフォンを.Bluetooth.機器から切断する
X スマートフォンでBluetoothを非アクティブにします。
ヘッドフォンがスマートフォンから切断され、音声プロンプト 「phone x
disconnected」が流れます。その後、前回ペアリングした機器がヘッドフォン
によって検索されます。機器が見つからない場合は、数分後に音声プロンプト
「nodevicefound」が流れます。



› disconnected ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�
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使用を開始する前に

ヘッドバンドの調整
良好なサウンドクオリティと可能な限り最良の装着感を得るため、ヘッドバンド
のイヤークッションの位置を調節して頭の大きさに適切に合わせることができ
ます。

X ヘッドバンドが頭頂部に掛かるようにヘッドフォンを装着します。
X 以下の状態になるまで、ヘッドバンドスライダーでイヤーカップを上下に動
かし、イヤークッションの位置を調節します。
• 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
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ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンをオンにする

警告
大音量で聴くと危険です.!

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 ヘッドフォンを装着する前に、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。

1.ヘッドバンドからイヤーカップを広げます。
2.両側の留め金からカチッと音がするまでイヤーカップを外側にひねります。
• ヘッドフォンでBluetoothがアクティブになっていれば、数秒後に音声プ
ロンプト「poweron」と「phonexconnected」が流れます。

• ヘッドフォンでBluetoothが非アクティブになっていれば、音声プロンプト
「power on」が流れます。必要に応じて、USB またはオーディオケーブル
を差し込みます。

21 › power on ‹ 

Click
!

Bluetooth がアクティブになっているのに数分間以内にヘッドフォンとス
マートフォンとの接続を確立できない場合、音声プロンプト「no device
found」が流れます。最初のLEDが白く点滅します。
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ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンをオフにする
1.左手が右側のイヤーカップを、右手が左側のイヤーカップをそれぞれ支える
ようにヘッドフォンを持ちます。

2.両側の留め金からカチッと音がし、タッチパッドがユーザー側に向くまでイ
ヤーカップを内側にひねります。
数秒後に、音声プロンプト「poweroff」が流れます。最初のLEDが3回赤く
点滅します。

右側のイヤーカップの留め金に表示される赤い点も、ヘッドフォンの
電源が切れたことを示しています。

21

R L

› power off ‹ 

Click
!

3x
0.55s
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ヘッドフォンを使用する

音量を調整する

警告
大音量で聴くと危険です.!

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。音源を切り替えると、音量が急に大きくなり、聴覚
を損なう可能性があります。

X ヘッドフォンを装着する前、および音源を切り替える前には、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。

音楽、音声プロンプト、トーン、通話の音量を調節することができます。

X 音楽を再生している場合や、通話中は、タッチパッドを上下にスワイプするこ
とで、音楽や通話の音量を上げ下げすることができます。
X アイドルモード（つまり、音楽も再生しておらず、通話もしていない場合）
では、タッチパッドを上下にスワイプすることで、音声プロンプトやトーンの
音量を上げ下げすることができます。

ジェスチャー 機能

音量を上げる

音量を下げる

タッチパッドを短くスワイプすると音量を小幅に調節することができます。タッ
チパッドを長くスワイプすると音量を大幅に調節することができます。最大音
量または最小音量に達すると、音声プロンプト「volumemax」または「volume
min」がそれぞれの場合に応じて流れます。

ヘッドフォンの電源をオフにすると、大音量を設定していたとしても、中間的な
音量にリセットされます。これは、次回ヘッドフォンの電源を入れたときにユー
ザーの聴力を損なわないようにするためです。
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ヘッドフォンを使用する

NoiseGard.を使う.
Bluetooth や USB ケーブル、またはオーディオケーブルを使って、ヘッドフォ
ンがスマートフォンと接続されている場合、 NoiseGard をアクティブにしたり、
非アクティブにしたりすることができます（電池の残量が十分あることが前提
条件となります）。騒音の多い環境にいながら静かなスペースを確保したい場
合、ケーブルを使わず、一切の機器から接続を外しヘッドフォン単体にすること
で、NoiseGardにより静かな場所を確保することができます。

PXC550ワイヤレスは、Sennheiserが独自に開発したNoiseGard技術により
周辺の騒音を遮断します。また、PXC550ワイヤレスにはAdaptiveNoiseGard.
が付いています。Adaptive NoiseGard がアクティブになっている場合、周
辺の騒音レベルにより、騒音遮断強度を調節することができます。Adaptive
NoiseGard. がアクティブになっている場合、周辺の騒音レベルが高いとき騒音
遮断強度を強くし、周辺の騒音レベルが低いとき騒音遮断強度を弱くすること
ができます。

NoiseGard.をさまざまなモードに切り替える
X NoiseGardの電源が切れていることを示しています。

X NoiseGardの電源が入っていることを示しています。
NoiseGard.の騒音遮断強度が最大レベルになっていることを示しています。

X NoiseGard.がAdaptiveモードに切り替わっていることを示しています。
NoiseGardは騒音レベルにより、周辺の騒音を遮断します。

NoiseGard.をAdaptiveモードに設定すると、NoiseGardの騒音遮断強度
をCapTuneで調節することができます。
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ヘッドフォンを使用する

TalkThrough.をオン/オフにする
TalkThroughを使うとNoiseGardがオンになっていたとしても、ヘッドフォンを
外さずに周りの人と話すことができます。

音楽を再生しながらTalkThroughをオン/オフにするには：

X タッチパッドを2回素早くタップします。
TalkThroughがアクティブになります。
• Bluetooth や USBケーブルを使って音楽を再生している場合、音楽は一
時停止します。

• オーディオケーブルを使って音楽を再生している場合、音楽は消音になり
ます。

2x
hey! hi!

hello!
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ヘッドフォンを使用する

サウンドエフェクトを変更する
Bluetooth や USBケーブルを使ってヘッドフォンとスマートフォンを接続して
いる場合、サウンドエフェクトモードが自動的にアクティブになります。

「エフェクトモードコントロール」ボタンを使って、ジャンルやカテゴリーに従
い、音質を向上することができます。

サウンドエフェクト 意味
オフ エフェクトモードがオフになっています。
映画 エンターテイメント向き。映画に最適です。
クラブ 室内にいるような感覚をもたらします。音楽に最適です。

スピーチ 高い音声明瞭度を実現します。ポッドキャストやオーディ
オブックに最適です。

デフォルトの選択肢には入っていないサウンドエフェクトが 1 つあり
ます。カスタマイズ可能な「ディレクター」モードは、次回ヘッドフォンを使
用するときに選択肢リストに含まれるよう、CapTuneで設定する必要があ
ります。

サウンドエフェクトを変更/確認する

サウンドエフェクトを変更または確認するには、次の手順に従います：

X 「エフェクトモードコントロール」ボタンを押します。
これで次のサウンドエフェクトに切り替わります。アクティブになったサウン
ドエフェクトを知らせる音声プロンプトが流れます。
• 「EffectModeClub」
• 「EffectModeMovie」
• 「EffectModeSpeech」
• 「EffectModeOff」

X 「エフェクトモードコントロール」ボタンを約4秒間長押しします。
トーンとともにアクティブになったサウンドエフェクトを知らせる音声プロン
プトが流れます。

サウンドエフェクトをカスタマイズする（ディレクターモード）
「ディレクター」モードは CapTune からのみアクティブにできる追加のサ
ウンドエフェクトです。このモードでは、「Boost（増強）」、「Spatial（広がり）」、
「Reverberation（残響）」、「DLC」など、サウンドエンハンスメントを変更し、ユ
ーザーがサウンドエフェクトをカスタマイズすることができます。

› Club ‹ › Speech ‹

› Director ‹

› Off ‹

› Movie ‹
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ヘッドフォンを使用する

コールエンハンスメントをアクティブ/非アクティブにする
コールエンハンスメントはSennheiserのVoiceMax™技術を活用した音声向
上機能です。コールエンハンスメントは、通話先の声を自然に再現するため、ま
るで同じ部屋で会話しているかのような臨場感を実現します。

Bluetooth や USBケーブルを使ってヘッドフォンとスマートフォンを接続して
いる場合、コールエンハンスメント機能をアクティブ/非アクティブにすることが
できます。

X 通話中、「効果モードコントロール」ボタンを押してください。
通話強化機能のオンとオフが切り替わります。

X 通話中、「効果モードコントロール」ボタンを約4秒間押し続けてください。
現在の通話強化ステータスに関する音声プロンプトが聴こえます。

また、CapTuneでコールエンハンスメントをアクティブ/非アクティブにす
ることもできます。

1x
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ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンの電池残量を確認
音楽を再生している時や、通話中を除き、いつでも電池の残量を確認すること
ができます。

X タッチパッドを約4秒間長押しします。
トーンとともに、電池の残量を知らせる音声プロンプトが流れます。 LED は
電池の残量レベルにより点滅/点灯します。


また、CapTuneやお使いのスマートフォンのホーム画面から直接、ヘッ
ドフォンの電池残量を確認することもできます。

4s

LED 意味 音声プロンプト

5s

電池の残量が非常に少なくなっていま
す（2%未満） 「Rechargeheadset」

5s
電池の残量が2～20%です 「Lessthan20%batteryleft」

5s
電池の残量が20～40%です 「Morethan20%batteryleft」

5s
電池の残量が40～60%です 「Morethan40%batteryleft」

5s
電池の残量が60～80%です 「Morethan60%batteryleft」

5s

電池の残量が80%以上あります 「Morethan80%batteryleft」
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音楽を再生する

音楽を再生する
Bluetoothを使うか、USB/オーディオケーブルを接続して、音楽を再生すること
ができます。

音楽をワイヤレス再生する
お聴きの音源が aptX® オーディオコーデックをサポートしている場合
は、PXC 550 ワイヤレスは、音楽を素晴らしい aptX® 音質でワイヤレスに再
生することができます。お聴きの音源が aptX® をサポートしていない場合
は、PXC550ワイヤレスは、音楽を通常の音質で再生します。

X ヘッドフォンとスマートフォンをペアリングする方法は、 17ページでご確認
ください。
X スマートフォンで音楽を再生します。
PXC550ワイヤレスヘッドフォンで音楽が再生されます。
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音楽を再生する

USB.ケーブルを使って音楽を再生する
同梱のUSBケーブルを接続すると、お使いのパソコンからPXC550ワイヤレス
ヘッドフォンを介してオーディオコンテンツを再生できます。

USB ケーブルを使ってヘッドフォンをパソコンに接続すると、電池が自
動的に充電されます。

USB ケーブルを接続し、ヘッドフォンのすべてのワイヤレス接続や
Bluetooth 接続を非アクティブにする方法は、 38ページでご確認く
ださい。

パソコンのデフォルト音声機器としてヘッドフォンを使う
X USBケーブルでPXC550ワイヤレスとパソコンを接続します。
X パソコンのシステム環境設定やコントロールパネルで、デフォルトの音声機
器（入力および出力）として「SennheiserPXC550」を選択します。
X パソコンで音楽を再生します。
PXC550ワイヤレスヘッドフォンで音楽が再生されます。

Sennheiser PXC 550
Default Audio Device
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音楽を再生する

音楽の再生をコントロールする
以下のミュージック機能は、ヘッドフォンとスマートフォンをBluetoothで接続
しているか、USB ケーブルを使用している場合のみ利用できます。スマートフ
ォンや音楽プレイヤーによっては、一部の機能がサポートされていない場合が
あります。

音楽を再生/一時停止する
X タッチパッドを2回素早くタップします。

ジェスチャー 機能

1x 音楽を再生/一時停止する

スマートポーズ機能により、ヘッドフォンがジェスチャーに応答すること
ができるようになります。ヘッドフォンを外すと音楽を一時停止し、再度
装着すると一時停止していた音楽を再開するのも、ジェスチャーの一例
です。

工場出荷時のデフォルトでは、スマートポーズは非アクティブになって
います。ヘッドフォンがこれらのジェスチャーに応答できるようにする
には、CapTune でスマートポーズ機能がアクティブになっていることを
ご確認ください。スマートフォンや音楽プレイヤーによっては、この機能
がサポートされていない場合があります。

ジェスチャー 機能

音楽を一時停止する

音楽の再生を再開する
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音楽を再生する

次/前のトラックを再生する
X タッチパッドを素早く横方向にスワイプします。

ジェスチャー 機能

プレイリスト内の次のトラックを再生
します

+ HOLD

トラックを早送りします

プレイリスト内の前のトラックを再生
します

+ HOLD

トラックを巻き戻します
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ヘッドフォンから電話する

ヘッドフォンから電話する.
以下の通話機能は、ヘッドフォンとスマートフォンをBluetoothで接続している
か、USBケーブルを使用している場合のみ利用できます。スマートフォンによっ
ては、一部の機能がサポートされていない場合があります。

通話する
X スマートフォンで目的の番号をダイヤルします。
スマートフォンが自動的に通話をヘッドフォンに転送しない場
合、PXC550ワイヤレスをスマートフォンの音源として選択します（必要に
応じて、お使いのスマートフォンの取扱説明書でご確認ください）。

着信した電話に出る/を拒否する/を終了する
着信があると、PXC550ワイヤレスで呼び出し音が鳴り、LEDが白く素早く点滅
します。音楽を聴いているときに着信があると、通話を終了するまで音楽は一
時停止されます。

X 必要に応じて、タッチパッドを次のように操作します：

押し方 機能 信号

1x
通話に応答します 

1x
通話を終了します 「Callended」

1s
通話を拒否します 「Callrejected」

1x 12

通話中に着信した電
話に出て最初の通話
を終了します

2x
HOLD

通話を保留にします

2x
2

HOLD

1

通話中に着信した電
話に出て最初の通話
を保留にします

2x
HOLD

2
1

2つの通話を交互に切
り替えます

1s
2 1

通話中に着信があっ
ても電話に出ず、最初
の通話を継続します
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ヘッドフォンから電話する

通話中にスワイプ操作によりマイクをミュート/ミュート解除することができ
ます。

ジェスチャー 機能 音声プロンプト

すべてのマイクをミュートにし
ます 「Muteon」

マイクのミュートを解除します 「Muteoff」

スマートポーズ機能により、ヘッドフォンがジェスチャーに応答すること
ができるようになります。ヘッドフォンを外すと通話を一時保留し、再度
装着すると一時停止していた通話を再開するのも、ジェスチャーの一例
です。

工場出荷時のデフォルトでは、スマートポーズは非アクティブになって
います。ヘッドフォンがこれらのジェスチャーに応答できるようにする
には、CapTune でスマートポーズ機能がアクティブになっていることを
ご確認ください。スマートフォンやソフトフォンによっては、この機能が
サポートされていない場合があります。

ジェスチャー 機能
通話に応答します

保留していた通話を再開
します

HOLD

通話を保留にします

2
HOLD

1

通話中に着信があっても
電話に出ず、最初の通話
を保留します
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ヘッドフォンから電話する

通話をヘッドフォンに転送する/ヘッドフォンから転送する
接続が確立されると、ヘッドフォンとスマートフォン間で通話を転送することが
できます。

X タッチパッドを1秒間長押しします。

押し方 機能

1s ヘッドフォンからスマートフォンに通話を転
送します

1s スマートフォンからヘッドフォンに通話を転
送します
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ヘッドフォンから電話する

リダイヤル
スマートフォンまたはBluetooth機器がリダイヤル機能に対応している必要が
あります（HFP プロファイルの場合）。場合によって、ご使用のスマートフォンで
この機能をアクティブにする必要があります。

X タッチパッドを左から右へスワイプし、長押しします。

押し方 機能 音声プロンプト

+ HOLD

最後にかけた番号にリダイ
ヤルします 「redial」

1x

リダイヤルを取り消します 「redialcancelled」

音声コントロール機能
音声コントロール機能は、Bluetoothスマートフォンで HFPプロファイルを使
用する場合のみ対応している機能です。

音楽を再生している時や、通話中を除き、いつでも音声コントロール機能を使
うことができます。

1.タッチパッドを右から左へスワイプし、長押しします。

押し方 機能 音声プロン
プト

+ HOLD

音声ダイヤルを開始します 「voicedial」

1x

音声ダイヤルをキャンセルし
ます

2.音声コマンドを声に出して言います（例、「CallJane」）。
Bluetoothスマートフォンがジェーンの電話番号をダイヤルします。
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ヘッドフォンを機内モードに設定する

ヘッドフォンを機内モードに設定する
飛行機の地上走行中や離着陸中、携帯用電子機器は機内モードに設定する場
合のみ使用が認められています。Bluetooth ワイヤレス通信を非アクティブに
することにより、民間航空法規制を違反せずにヘッドフォンを使用することがで
きます。

ヘッドフォンを機内モードにするには2つの方法があります：
• ヘッドフォンでBluetoothを非アクティブにします。
• オーディオケーブルを使って音楽を聴きます。

Bluetooth.をアクティブ/非アクティブにする
機内で飛行機や周囲の騒音を遮断したい場合、Bluetoothが非アクティブにな
っていることを確認し、NoiseGard のスイッチを入れます。NoiseGard 機能を
完全にアクティブにするか、Adaptive モードに設定する方法は 25ページで
ご確認ください。

X BluetoothスイッチでヘッドフォンのBluetoothをアクティブ/非アクティブ
にするには：
• ヘッドフォンのワイヤレス機能（ヘッドフォンと他の機器のペアリングや、
音楽のワイヤレス再生など）を使うには、Bluetoothをアクティブにします
（「I」）。
• 飛行機の地上走行中や離着陸中など、ワイヤレス通信の使用が制限され
る場合、Bluetoothを非アクティブにします（「0」）。

Bluetooth switch
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ヘッドフォンを機内モードに設定する

オーディオケーブルを使用する
オーディオケーブルを使用する場合、以下の2種類の接続モードがあります。
• アクティブモード – 電池の残量が十分あるヘッドフォンでオーディオケー
ブルを使う接続モードです。

• パッシブモード. – 電池の残量がないヘッドフォンでオーディオケーブルを
使う接続モードです。NoiseGardは使えません。

Bluetooth がアクティブ/非アクティブのいずれの状態にあったかにかかわら
ず、オーディオケーブルをヘッドフォンの音声入力に差し込むとBluetoothは非
アクティブになります。USB ケーブルが使用されている場合は、オーディオケー
ブルを差し込むと、USB 通信が無効になり、ヘッドフォンは自動的に機内モード
になります。

機内で機内エンターテイメント（IFE）システムをご利用の場合、パブリックアドレ
ス（PA）システムから重要なアナウンスが入ると、IFEのオーディオが中断する場
合があります。ほとんどの場合、アナウンスは IFE の音声よりも大きな音で流れ
ます。PXC550ワイヤレスヘッドフォンはこのことを認識しており、音源がPAと
IFEシステム間で切り替わる際には、音量がいきなり大きくなるのを防ぎます。

PA システムからのアナウンスが終了すると、ヘッドフォンの音量は小さいまま
で維持されます。音量を上げるには、IFEシステムで音量を調節します。

ヘッドフォンの音量を上げても、いつもどおりに音量が上がらない場合
は、ヘッドフォンの電源を一度切り、再び入れ直して再起動します。

オーディオケーブルの応答/終了ボタンを使用する
同梱のオーディオケーブルに付いている応答/終了ボタンを使って、音楽を再生
したり、一時停止したりすることができます。ボタンを使って、電話をかけたり、
着信した電話に出たり、電話を終了したりすることができます。
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ヘッドフォンを機内モードに設定する

機内モードでヘッドフォンを使用する
1. 2.5mmのジャックプラグをヘッドフォンの音声入力に差し込みます。
Bluetoothが非アクティブになります。

Bluetooth を使ってヘッドフォンで音楽を再生中に、オーディオケー
ブルを差し込んだ場合、Bluetooth が非アクティブになり、音楽が中
断します。

2.3.5mmジャックプラグを以下に接続します。
• スマートフォンの音声出力
• 機内アダプタ（IFEシステムでヘッドフォンを使用したい場合）

注意
オーディオケーブルを抜くと、Bluetooth.が電波を発信する場合があります！

本製品は、必ず Bluetooth ワイヤレス通信が可能な環境でご
使用ください。オーディオケーブルを抜いてもヘッドフォンが
Bluetooth から電波を発信しないようにするには、ヘッドフォンで
Bluetoothを非アクティブにします。Bluetoothを非アクティブにす
る方法は、38ページでご確認ください。

同梱の USB ケーブルを使いヘッドフォンとパソコンを接続すること
により、機内モードでハイレゾ音源をお楽しみいただくこともでき
ます。Bluetoothワイヤレス通信の使用が制限される場所でUSBケー
ブルを使って音楽を聞く場合、すべての電子機器で Bluetooth を非ア
クティブにする必要があります。
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お手入れとメンテナンス

お手入れとメンテナンス

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、電子部品がショートし破損する原因
になることがあります。

X 本製品に液体を近づけないでください。
X 溶剤や洗剤は使わないでください。

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軽く引っ張ってイヤーカップのフックからクッションを外
します。

2.イヤークッションのプラスチックベースをイヤーカップのフックに取り付け、
新品のイヤークッションを固定します。

3.イヤークッションのベースがイヤーカップのすべての角で正しく固定されて
いることを確認するため、イヤークッションを均等に軽く引っ張ります。
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お手入れとメンテナンス

保管および取り扱い
ヘッドフォンを良好な状態で保ち、傷や擦り傷がつかないようにするため、ご使
用にならないときや持ち運ぶ際は、ヘッドフォンをキャリーケースに収納し
ます。

X ヘッドフォンを折りたたんで収納する方法は、下図を参照してください。

4
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お手入れとメンテナンス

充電式電池を取り外す

注意
製品が故障するおそれがあります.!

保証期間中は、充電式電池の交換は必ず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。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。

保証期間外の充電式電池の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。有資格サービスセンター向けの充電式電池
の取り外し方法は、Sennheiserサービスパートナーから入手できます。



44 | PXC 550

エラーが発生した場合

エラーが発生した場合
問題 考えられる原因 考えられる対応策 ページ
ヘッドフォン
をオンにでき
ない

電池の残量がありません ヘッドフォンを充電してくだ
さい

15

電池が完全に消耗して
います

Sennheiser認定サービスセ
ンターに来店の上、電池の交
換を依頼してください

43

音声信号が送
られてこない

ヘッドフォンがスマートフ
ォンとペアリングされて
いません

ヘッドフォンがペアリングさ
れているか確認してください。
必要な場合は、ヘッドフォン
をスマートフォンとペアリング
し直してください

17

音量が小さすぎます 音量を上げてください 24

ヘッドフォンがペアリング
モードになっています

ヘッドフォンとスマートフォン
が正常にペアリングされてい
ることを確認してください

17

ヘッドフォンを
接続できない

スマートフォンで
Bluetoothが非アクティ
ブに設定されています

スマートフォンでBluetooth
をアクティブにします

38

スマートフォンがオフに
なっています

スマートフォンをオンにして
ください

ペアリングが機能してい
ません

ご使用のスマートフォンが
HFPまたはHSPBluetooth
プロファイルに対応している
かを確認してください

ボタンを押して
もヘッドフォン
が反応しない

ヘッドフォンが正しく動作
していません

ヘッドフォンの電源を一度切
り、再度電源を入れて、再起動
します。必要に応じて、設定を
リセットします

46

接続中、LEDが
赤く点滅する

接続が確立していません ヘッドフォンがお使いのスマ
ートフォンから20cm以内の
距離にあることを確認します

Bluetoothがヘッドフォンと
スマートフォンの両方でアク
ティブになっていることを確
認します

スマートフォ
ンがヘッドフォ
ンを検出でき
ない

ヘッドフォンでBluetooth
が非アクティブになって
います

ヘッドフォンでBluetoothを
アクティブにします

38

オーディオケーブルが音
声入力に差し込まれてい
ます（ヘッドフォンが機内
モードになっています）

オーディオケーブルを抜き
ます

本取扱説明書
に記載される
音声プロンプト
が流れない

CapTuneで音声プロンプ
トが非アクティブになっ
ています

CapTuneで音声プロンプトを
アクティブにします

ヘッドフォンが
スマートポー
ズ機能のジェ
スチャーに反
応しない

スマートポーズ機能は、
工場出荷時のデフォルト
では、非アクティブになっ
ています

CapTuneでスマートポーズを
アクティブにします

スマートポーズがお使
いの音楽プレイヤーと互
換性がない可能性があ
ります

別の音楽プレイヤーまたはス
トリーミング用アプリでお試
しください
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エラーが発生した場合

問題 考えられる原因 考えられる対応策 ページ
ヘッドフォンと
スマートフォン
がBluetooth/
NFCで接続で
きない

ヘッドフォンがオフになっ
ています

ペアリング中ヘッドフォンの
電源が入っていることを確認
します

17

スマートフォンがNFCで
のペアリングをサポート
していません

Bluetoothを使い、ヘッドフォ
ンとスマートフォンを手動で
ペアリングします

19

ヘッドフォンが機内モー
ドになっているかオーデ
ィオケーブルが音声入力
に差し込まれています

ヘッドフォンでBluetoothを
アクティブにするか、音声入
力からオーディオケーブルを
抜くか、その両方を行います

38
、39

ヘッドフォンでBluetooth
が非アクティブになって
います

ヘッドフォンでBluetoothを
アクティブにします

38

ヘッドフォンが
自動的にペア
リングモードに
ならない

ヘッドフォンでBluetooth
が非アクティブになって
います

ヘッドフォンでBluetoothを
アクティブにします

38

ヘッドフォンがすでに他
のスマートフォンとペアリ
ングされています

「エフェクトモードコントロ
ール」ボタンを約4秒間長押
しします

19

「エフェクトモ
ードコントロー
ル」ボタンを約
4秒間長押しし
てもペアリング
モードになら
ない

ヘッドフォンでBluetooth
が非アクティブになって
います

ヘッドフォンでBluetoothを
アクティブにします

38

ヘッドフォンで音楽を再
生中、または通話中です

ヘッドフォンの電源を一度切
り、再度電源を入れて、再起動
します。音楽を再生中、または
通話中の場合、ヘッドフォン
はペアリングモードになりま
せん

NoiseGard機
能がアクティブ
になっている
のにヘッドフ
ォンが周辺の
騒音を遮断し
ない

交換したイヤークッショ
ンが正しく装着されてい
ません

イヤークッションがイヤーカ
ップのすべての角で正しく
固定されていることを確認し
ます

41

ヘッドフォン調
節中に音声が
中断する

スマートポーズがアクテ
ィブになっている場合、
ヘッドフォンを調節した
り、外したりすると一時停
止コマンドがトリガーさ
れます

ヘッドフォンが優しく耳を包
むように装着されていること
を確認します

CapTuneで必要に応じてス
マートポーズを非アクティブ
にします

21

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、Sennheiser 認定サービス提携会社にご
相談ください。

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。
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エラーが発生した場合

Bluetooth.通信範囲を出た場合
ワイヤレス通話およびストリーミングは、ご使用のスマートフォンの Bluetooth
通信範囲でのみ行えます。通信範囲は、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、ほとんどのスマートフォンや
Bluetooth機器の通信範囲は最大10mです。

ヘッドフォンがスマートフォンの Bluetooth 通信範囲から出ると、音質が低下
し、音声プロンプト「lostconnection...phonexdisconnected」が流れます。こ
の時点で、接続は完全に中断します。すぐに Bluetooth 通信範囲に戻れば、自
動的に接続が再確立され、音声プロンプト「connected」が流れます。

ヘッドフォンをリセットする
ヘッドフォンが正しく動作しない場合、ヘッドフォンをリセットします。

1.ヘッドフォンの電源を切ります。23ページでご確認ください。
2.エフェクトモードコントロール」ボタンを約4秒間長押しします。

CapTuneを使い、工場出荷時のデフォルト設定にヘッドフォンをリセッ
トすることができます。
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エラーが発生した場合

過去にペアリングしたスマートフォン履歴を消去する
Bluetoothがアクティブになっていることを確認してからこの手順を行います。

1.ヘッドフォンの電源を一度切り、再度電源を入れて、再起動します（ 22 ペー
ジと23ページを参照）。

2.エフェクトモードコントロール」ボタンを約4秒間長押しします。
トーンとともに、音声プロンプト「phone x disconnected」と「pairing」が流
れ、LEDが順番に白く点滅します。

3.トーンとともに音声プロンプト「pairinglistcleared」が流れるまで、「エフェク
トモードコントロール」ボタンをもう一度約4秒間長押しします。
LEDが順番に白く点滅します。ヘッドフォンはすべてのスマートフォンから完
全に切断され、ペアリングモードになります。

Effect Mode Control
› power on ‹ 

› power off ‹ 

4s

Effect Mode Control

4s

› pairing list cleared ‹ 
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仕様

仕様
PXC.550.ワイヤレス
イヤーカップリング 耳の周囲
周波数特性 17Hz～23kHz
トランスデューサ原則 ダイナミック、クローズドタイプ
音圧レベル（SPL） 110dB（パッシブ：1kHz/1Vrms)
インピーダンス アクティブモード：490Ω

パッシブモード：46Ω
THD（1kHz、100dBSPL） <0.5%
ピックアップパターン（音声） 3個のビームフォームマイク接続
雑音除去 NoiseGard™ハイブリッド技術、ピックアップ

マイク4個付き
総ノイズ減衰 最大30dB
入力電力 3.7VDC、700mAh：内蔵の充電式リチウム

ポリマー電池
5VDC、345mA：USB充電

動作時間 20時間（BluetoothおよびNoiseGard使
用時）
30時間（NoiseGardのみ使用。機内モードで
オーディオケーブルを使用/不使用）

温度範囲 動作時:0～40℃
保管時：-20～60℃

相対湿度 動作時:10～80%（結露しないこと）
保管時：10～90%

充電時間 約3時間
重量（ヘッドフォン本体） 227g

Bluetooth
バージョン 4.2、クラス1
転送周波数 2402MHz～2480MHz
変調方式 GFSK、π/4DQPSK/8DPSK
プロファイル HSP、HFP、AVRCP、A2DP、DIP
出力電力 10mW（最大）
Codec aptX®

NFC
周波数 13.56MHz
変調方式 ASK
出力電力 500µV/m以内
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商標

商標
SennheiserおよびNoiseGard™は、SennheiserelectronicGmbH&Co.KGの
商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Reader は、米国やその他の国における Adobe System
Incorporatedの登録商標または商標です。

Apple、iPhone、iPod、iPod touch、iPad、Siri は、Apple Inc. の米国およびその
他の国における登録商標です。AppStoreはAppleInc.のサービスマークです。
「iPhone」はAiphoneK.K.から許可を受けて使用しています。

TIDALはAspiroABのサービスです。

Bluetooth の名称および Bluetooth の商標は Bluetooth SIG, Inc. に帰属し
ます。SennheiserelectronicGmbH&Co.KGはライセンスに基づき同ブランドを
使用しています。

aptXのマークおよびaptXのロゴは、CSRplc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。

AndroidおよびGooglePlayは、GoogleInc.の登録商標です。

N-Markは、米国およびその他の国におけるNFCForum, Inc.の商標または登
録商標です。

本取扱説明書/本セーフティガイド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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