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重要な安全情報
� 製品を使用する前に、この取扱説明書をお読みください。
� 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
渡します。

� 明らかに故障がある場合は、製品を使用しないでください。
� 製品は、2.4 GHzワイヤレス通信が許可されている環境でのみ 
お使いください。

健康被害と事故を防止するために

� このヘッドホンでは、従来のヘッドホンより大きなボリュー
ムに調整することができます。あなたの耳を大きなボリュー
ムから保護してください。 
聴覚被害を防止するために、ヘッドホンを大きなボリューム
で長時間使用しないでください。Sennheiser のヘッドホン 
は、低～中程度のボリュームでも非常に良質な音を提供し、
会話も明確に聞き取ることができます。

� 製品を第三者に引き渡す場合は、事前にボリュームを下げ、
聴覚障害を防止してください。

� 道路を歩く場合や手作業の際など、周辺環境に特別な注意が
必要な場合は、製品を使用しないでください。

� ヘッドホン/充電用アダプターMCA 800と心臓ペースメーカー 
または植込み型除細動器の間の距離は、常に 10 cm 以上にな   
るようにしてください。ヘッドホン/充電用アダプターMCA
800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。

� 製品は水の近くでは使用しないでください。製品は雨や湿気
にさらさないでください。火傷や感電につながる危険があり
ます。

� 誤飲の危険を回避するため、製品・梱包材・アクセサリー等
の部品は、子供やペットから遠ざけてください。

� 付属の Sennheiser 差し込み電源ユニットのみをお使いくだ  
さい。

製品の破損と故障を防止するために

� 錆や変形を防止するために、製品は常に乾燥した状態に保ち、
著しく低温または高温な場所には置かないでください。通常
動作温度は 5～40°C です。

� 製品は丁寧に取り扱い、清潔でほこりのない場所に保管して
ください。

� バッテリー保護のため、使用後は製品の電源を切ってくだ
さい。 
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� 雷雨の場合や、
• 製品を長期間使用しない場合は、
• 電源アダプタをコンセントから外して、
• 製品を電源から切り離します。

� 電源アダプタについて、以下の点を必ず確認してください。
• 規則に定められた通りの状態にあり、容易に届く箇所にあ
ること。
• コンセントにしっかり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。
• 過熱を防止するため、長時間直射日光にさらさないこと。

使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチ
を切ります。
製品に明らかな故障がある場合は、組み込まれている
バッテリーに決して充電しないでください。
Sennheiser が推奨するバッテリーと充電器のみをご使
用ください。
バッテリーは+5°C～+40°Cの周囲温度で充電します。

デバイスを使用しない場合でも、定期的に充電は行って
ください (約3か月ごと)。
バッテリーは 70°C を超える温度にならないようにして
ください。また、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。
使用済みのバッテリーは必ずゴミ収集所に廃棄するか、
または、専門業者までお持ちください。

� ニスや家具のツヤ出しによってトランスミッターの下部が劣
化して、家具に染みが付くことがあります。したがって、ト
ランスミッターは滑りにくい面に置いてください。

� 製品は熱源の近くでは使用しないでください。
� 製品は柔らかい乾いた布を使って清掃してください。
� 同梱されている付属機器 / アクセサリ / 交換部品、または
Sennheiser が推奨する付属機器/アクセサリ/交換部品のみ使 
用してください。 

リチウムポリマーバッテリーの安全に関する注意
事項

警告

バッテリーを誤用したり、規定に沿わない使い方をすると、バッ
テリーから液が漏れることがあります。バッテリーの液漏れが
ひどい場合は、次の危険があります。
• 爆発
• 発火
• 発熱
• 煙やガスの発生
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規定に沿った使用/賠償責任
このワイヤレステレビヘッドフォンシステムは、テレビ、ハイ
ファイシステム、ホームシアターシステム用に開発され、アナ
ログオーディオソースに接続することができます。
本製品はご自宅での個人的用途向けです。商業用途向けではあ
りません。また本製品は、ポータブルオーディオ機器との使用
には適していません。
本製品は、付属された製品関連書類に記載された以外の使い方
をしないでください。
製品やオプション機器・アクセサリーの不正な使用や不適切な
使用に起因する損害に対して、Sennheiser は何の責任も負いま 
せん。
操作を始める前に、各国の規制についてご確認ください。 
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同梱されているもの

Y字型ヘッドフォンRR 2000 充電式バッテリー内蔵

充電ステーションとトランスミッター TR 2000

電源アダプター NT 5-10AW 各国用プラグアダプ
ター 
(EU, UK, US, AU)

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（1.5 m）

安全に関する注意事項

クイックガイド

インターネットwww.sennheiser.com/download
で取扱説明書はPDFファイルとしてご利用いただ
けます。

アクセサリーの一覧については、弊社ウェブサイト
www.sennheiser.com で RS 2000 の製品ページをご覧くだ    
さい。製品入手元に関する情報は、Sennheiser パートナー 
にお問合せください。各国における Sennheiser パートナー  
はwww.sennheiser.comでご覧いただけます。

Safety Guide

Quick Guide

Instruction
Manual
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製品概要

Y字型ヘッドフォン RR 2000 の各部の名称 

1 イヤーパッド、交換可能

2 オン/オフ機能搭載Y字型ブラ
ケット

3 ボリュームボタン  
+と‒

4 LED ヘッドフォンの状態表示
（下記参照）

5 左右のバランスボタン 

6 右用Rと左用Lの標示

7 内蔵バッテリー

8 充電コンタクト

LED ヘッドフォンの
状態表示 Y字型ヘッドフォン...

... オフになっています。

...トランスミッターと接続されています。

...トランスミッターに接続され、バッテ
リ残量が低下しています。
...トランスミッターに接続されていない
か、またはトランスミッターに接続でき
ません。
...トランスミッターに接続されていない
か、またはトランスミッターに接続でき
なません。さらにバッテリー残量が低下
しています。

2

6

1

3

7

8
4

55

On

Off

1s1s

1s1s
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トランスミッター TR 2000 の各部の名称 

1 LED 充電インジケータ   
(14ページを参照)

2 LED トランスミッター・ス
テータス  
（下記参照）

3 Y字型ヘッドフォン用固定
マグネット付き充電コンタ
クト

4 Y字型ヘッドフォン用充電ク
レードル

5 電源用接続ソケット  
DC 5V 1A、黄色のマーク

6 アナログオーディオソース
（3.5 mmジャック）用接続部 
Analog 3.5 mm In、青色マーク

LED トランスミッ
ター・ステータス トランスミッター ...

...トランスミッターはスタンバイモー
ドです。
... とY字型ヘッドフォンが接続されてい
ます。 

4

3

2

1

6

5

1A
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RS 2000 のスイッチを入れる

トランスミッターを設置する
� オーディオソースの近くにトランスミッターを置きます。
� 干渉を避けるため、トランスミッターを部屋にある他の無線
機器から最低50 cm離します。

� 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
ランスミッターの通信範囲に影響する可能性があります。
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トランスミッターをオーディオソースに接続する
トランスミッターにアナログオーディオソース（テレビやステ
レオ機器）を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。

� 接続したいオーディオソースに次の接続方法があるかご確認
ください（音声出力、通常「OUT」と表記されています）。 

� 対応する接続ケーブルと、場合によっては、適切なアダプター
を選択します。

� トランスミッターをオーディオソースに接続するために、次
の章からオーディオソースに適した接続図を確認してくださ
い。その際、トランスミッターとケーブルのカラーマーキン
グが役に立ちます。

ワイヤレスヘッドホンシステムをテレビに接続するには、
説明用動画もご覧ください。www.sennheiser.com/how-
to-videos.

オーディオソースへの接続方法
トランスミッ
ターのカラー
マーキング

接続ケーブル ページ

3.5 mm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 11

RCA（アナログ）

RCAアダプタ付きステレオ
オーディオケーブル（3.5 mm
ジャックソケット - コンポ
ジットプラグ2個、オプショ
ンのアクセサリ）

12

SCART（アナログ）

SCARTアダプタ付きステレオ
オーディオケーブル（3.5 mm
ジャックソケット - SCARTコ
ネクタ、オプションのアクセ
サリ）

12

A

B

C

各種アクセサリとアダプターは Sennheiser パートナーで  
お求めいただけます。
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接続方法 A: 3.5 mmジャック（アナログ）

� トランスミッターの青色の3.5 mmジャックソケットAnalog 
3.5 mm Inおよびオーディオソースの3.5 mmヘッドホン   
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。

サウンドソ-スのヘッドホンジャックソケットが6.3 mmである 
場合、付属の3.5 mmステレオオーディオケーブルを使用するに 
はアダプターが必要です（3.5 mmステレオジャック - 6.3 mmス    
テレオジャック、オプションのアクセサリ）。
一部のテレビでは、3.5 mmヘッドホンジャックにトランスミッ 
ターを接続すると、テレビのスピーカーがミュートになります。
その他のモデルは、ヘッドホンジャックのボリュームのための
個別のメニューがあります。テレビの設定メニューで、ミュー
トをオフにする、またはボリュームを調整する方法をご確認く
ださい。または、テレビの他の接続方法（BまたはC）のいずれ
かを使用します。

A

ご使用のTV /オーディオソースのヘッドホンジャックのボ 
リュームを少なくとも中程度の値に調節してください。
こうすることで、オーディオ伝送の品質を改善できます。
詳しい情報は、TV /オーディオソースの取扱説明書をご覧 
ください。

PHONES

TV VOLUMEA
na

lo
g 

A
ud

io

1A
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接続方法 B: RCA ソケット（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。

� トランスミッターの青くマークされた 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。

� RCAプラグをオーディオソースのRCA出力に接続します（通
常、「AUDIO OUT」または とマーキングされています）。 
赤のRCAジャックを赤のRCAソケットに、白いRCAジャックを
白または黒のRCAソケットに接続します。

* オプションのアクセサリ 
接続方法 C: SCART接続（アナログ）

� ステレオオーディオケーブルにSCARTアダプタ*を差し込み
ます。

� トランスミッターの青くマークされた 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。

� SCARTプラグをオーディオソースのSCART出力に接続します
（通常は または とマーキングされています）。

* オプションのアクセサリ 

B

A
na

lo
g 

A
ud

io

AUDIO OUT
L R

*

1A

C

A
na

lo
g 

A
ud

io

*

1A
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トランスミッターを電力網に接続する
1 電源アダプターのプラグをトランスミッターの黄色のソケッ
トに接続します。

2 適切な国別アダプタを選択し、カチッと音がするまで、電源
アダプタにスライドして取り付けます。

3 電源ユニットをコンセントに差し込みます。
トランスミッターはスタンバイモードになっています。

US

EU

UK

AU

2

1

3Po
w

er

1A

1A
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Y字型ヘッドフォンのバッテリーを充電する
完全に充電するには約3時間かかります。初めて使用する前に
は、バッテリーが満量になるまで継続的に充電します。 
バッテリーが消耗している場合は、ヘッドフォンの状態LEDが赤
く点滅します。数分後に、Y字型ヘッドフォンのスイッチが切れ
ます。
� Y 字型ヘッドフォンをボリュームボタンが上を向くようにし
て、トランスミッターの充電用クレードルに置いてください。
Y字型ヘッドフォンはマグネット式で正しい位置に移動し
ます。Y字型ヘッドフォンは自動的にオフになり、トランス
ミッターの充電状態表示  LEDが赤く点灯します。バッテ  
リーの充電が完了すると、充電状態表示  LEDランプは消え  
ます。

トランスミッターの充電状態表示  LEDが点滅すれば、充電ま  
たは充電池のエラーが発生したことを示します。この場合には充
電用クレードルからY字型ヘッドフォンを取り外してください。
バッテリーに関する詳細は20ページに記載されています。

3 h

100 %

最適な充電状態を保つためには、Y字型ヘッドフォンを常
にトランスミッターの充電用クレードルに保管します。充
電器は自動で過充電を防止し、常に動作時間をすべて活用
することができます。

3 h

100 %Off
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RS 2000 を使用する

ワイヤレスヘッドホンシステムをオンにします

1 オーディオソースをオンにします。
トランスミッターを、ご使用のテレビ/オーディオソースの
ヘッドホンソケットに接続している場合は（11ページを参
照）、テレビ/オーディオソースのボリュームを少なくとも中
程度の値に調節してください。

2 Y字型ヘッドフォンを充電用クレードルから取り、Y字のブラ
ケットを広げて両耳にヘッドフォンを掛けます。
Y字型ヘッドフォンはY字のブラケットを広げるだけで電源
が入ります。ヘッドフォンの状態LEDが緑色に点灯します。ト
ランスミッターは自動的にオンになり、トランスミッタース
テータス LEDが緑色に点灯します。トランスミッターとY字型 
ヘッドフォンの間の音声伝送が開始されます。 

警告
高音による危険!
このヘッドホンでは、従来の機器より大きなボリュームに調整
することができます。使用方法を間違うと、聴覚損傷につなが
る可能性があります。
� Y 字型ヘッドフォンを掛ける前に、Y 字型ヘッドフォンのボ
リュームが小さくなっていることをご確認ください。

�長時間、大きなボリュームで使用するのはおやめください。

Vol +

Vol -

VOLUME

ON

ON

21
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ワイヤレスヘッドホンシステムをオフにする
� Y 字型ヘッドフォンを外してヘッドフォンのブラケットを畳
みます。
Y字型ヘッドフォンは畳んでから3秒後自動的に電源が切れ
ます。ヘッドフォンの状態LEDはオフです。Y字型ヘッドフォ
ンが接続されていないと、トランスミッターは自動的にオフ
（スタンバイ）になります。トランスミッター・ステータス
LEDが消灯しています。 

� Y 字型ヘッドフォンは常にトランスミッターの充電用クレー
ドルに置き、次回使用する際に稼働時間をフルに活用できる
ようにしてください。
充電が開始されます（14ページを参照）。

* LEDが消灯します

例えば旅行などの理由で、トランスミッターを電源から切り離
すには：
� コンセントから電源プラグを抜いてください。

OFF
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Y字型ヘッドフォンを着ける
� Y 字型ヘッドフォンは Y 字型のブラケットが自由に下がり軽
く胸の上で留まるかたちで耳に掛けてください。Y字型ヘッ
ドフォンを掛けるときY字型ブラケットの背面に記載の
L （左）とR（右）のマークに注意してください。ボリューム 
ボタンは、容易に操作できるように前向きになっています。

� Y字型ブラケットは次のようにして着用します:
• イヤーパッドが耳道の前に直接当たること。
• 耳にわずかな圧力が感じられること。イヤーパッドは耳の
形に柔軟に合わせられます。圧力が不快に感じられる場合
は、Sennheiser パートナーでお買い求めになれるイヤー 
パッドをお試しください。様々な素材や形の仕様品を取り
揃えています。 
• Y字型のブラケットが自由に下がり軽く胸の上で留まる。 

 ボリュームを調節する
Vol +

Vol -

高音による危険!

� ボリューム+ボタン、またはボリューム-ボタンを押して、お
好みのボリュームにしてください。 

様々な素材や形の仕様による交換イヤーパッドも
Sennheiser パートナーでお求めになれます。

警告

� Y 字型ヘッドフォンを掛ける前に、Y 字型ヘッドフォンのボ
リュームが小さくなっていることをご確認ください。

�長時間、大きなボリュームで使用するのはおやめください。

VOLUME

VOLUME
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バランスを調整する
バランスで左右の耳のボリューム配分を調整します。バランス
を調整して、両方の耳で同じように良く聞こえるようにします。 
� トランスミッターのバランスボタンR（右）またはL（左）を
押し、徐々に右耳または左耳のボリュームを増減させます。

バランス調整を再度一律中心に合わせるには：
� Y 字型ヘッドフォンの左右のバランスボタンを同時に押し
ます。
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RS 2000 のクリーニング/お手入れ

ワイヤレスヘッドホンシステムをクリーニングするには：
� クリーニングの前には、ワイヤレスヘッドホンシステムをオ
フにし、トランスミッターの電源プラグをコンセントから抜
きます。

� 製品は柔らかい乾いた布を使って清掃してください。
� Y 字型ヘッドフォンと充電用クレードルの充電コンタクトは
時々綿棒などで清掃します。

イヤーパッドのクリーニング方法:
� イヤーパッドをヘッドフォンから慎重に引いて取外します。
� イヤーパッドを温かい石鹸水で洗い、よく濯いでください。
� イヤーパッドは室温で完全に乾燥させてください。
� イヤパッドをヘッドフォンに取り付けます。

注意
液体は製品の電子部品を破壊する恐れがあります！
製品の筐体の中に液体が入ると短絡の原因となり、製品の電子
部品を破壊することにつながりかねません。
�いかなる液体も製品に近づけないでください。
�溶剤や洗剤は絶対に使用しないでください。

衛生上の理由から、イヤーパッドは時々交換してください。
様々な素材や形の仕様による交換イヤーパッドも
Sennheiser パートナーでお求めになれます。 
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Y字型ヘッドフォンのバッテリーを交換する 
Y字型ヘッドフォンのバッテリー BAP 800は、ヘッドフォンケー  
スの内に非常にコンパクトに内蔵されており、交換したり取り
外す必要はありません。 
しかしながら、Y字型ヘッドフォンの動作時間が大幅に短くなっ
たり、充電時にエラーが表示されるようになると（14ページを
参照）、バッテリーが消耗、または故障している可能性があり、
交換する必要があります。

保証期間終了後は、技術を備えた専門店にて、適切な方法でバッ
テリーを交換または取り出させることができます。有資格サー
ビスセンター向けの電池の交換または取り外し方法の手順は、
Sennheiser サービス提携会社から入手できます。 
交換には、適切な工具が必要です。このような理由から、
Sennheiser パートナーにバッテリーを交換させることをお勧め 
します。各国の Sennheiser サービスパートナーは 
www.sennheiser.comで検索いただけます。

注意
製品が損傷する危険があります!
保証期間中は、バッテリーは必ず Sennheiser サービスパート  
ナーに交換または取り外させる必要があります。そうしない場
合は保証を受けられなくなります。
�バッテリーを交換または取り外す必要がある場合には、
Sennheiser サービスパートナーにお問い合わせください。 
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追加機能を使用する
以下の追加機能はワイヤレスヘッドフォンの正常な使用のため
には不要ですが、使い道が広まります。

Y字型ヘッドフォンをトランスミッターとペアリ
ングする
Y字型ヘッドフォンとワイヤレスヘッドホンシステムのトラン
スミッターは出荷時すでにペアリング済みです。ペアリングを
元に戻すか、トランスミッターに追加のY字型ヘッドフォンをペ
アリングする場合のみ、次の手順を実行する必要があります。
最大で2台のペアリング済みY字型ヘッドフォンを同時に使用す
ることができます。 
1 Y字型ヘッドフォンをペアリングさせたい1台のトランスミッ
ターのみ無線レンジ以内にあることを確認してください。

2 Y字型ヘッドフォンにできるだけ近い位置にトランスミッター
を置きます。

3 ブラケットを広げるとY字型ヘッドフォンの電源が入ります。
4 +/-音量ボタンを5秒以上押すとレシーバーのステータスLED
が緑に速く点滅し始めるので、。

5 そこで+/-音量ボタンを放します。
ペアリングされると、ヘッドフォンの状態LEDとトランス
ミッター・ステータスLEDが緑に点滅します。トランスミッ
ターとY字型ヘッドフォンの間の音声伝送が開始されます。  

3 4 5

1

ON

2
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充電用アダプター MCA 800でバッテリーを充電
する
オプションの充電アダプター MCA 800 をご購入された場合は、Y   
字型ヘッドフォンも充電アダプターで充電することができます。

1 適切な国別アダプタを選択し、カチッと音がするまで、電源
アダプタにスライドして取り付けます。

2 電源アダプターのプラグを、充電用アダプターMCA 800のソ 
ケットに接続します。

3 電源ユニットをコンセントに差し込みます。
4 充電用アダプターを Y字型ヘッドフォンの充電コンタクトに
接続します。充電用アダプターは、マグネット式で正しい位
置に移動します。
バッテリーが充電されます。充電アダプターのLEDが赤色に
点灯します。バッテリーの充電が完了すると、LEDランプが
緑色に点灯します。 

充電アダプターのLEDが赤と緑に点滅する場合は、充電/バッテ
リー障害が発生したことを示しています。この場合にはレシー
バーから充電アダプターを取り外してください。バッテリーに
関する詳細は20ページに記載されています。

警告
磁場による障害! 
充電アダプターMCA 800はより強い永久磁石による磁場を発生 
します。これにより心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細
動器（ICD）に障害が発生する可能性があります。 
�充電用アダプターと心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動
器の間の距離は、常に 10 cm 以上になるようにしてください。 

Y字型ヘッドフォンは充電中も使用可能です。ただし、充
電中はレシーバーが少し温かくなる可能性があることに注
意してください。

3 h

100 %

US EU

UK

AU

21

3 4
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エラーが発生した場合
問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページ
トランスミッ
ターがオンにな
りません。

電源に接続されていません。 電源アダプターの接続を点検して
ください。 13

Y字型ヘッド
フォンがオンに
ならない

バッテリーが空です。 バッテリーを充電します。

14バッテリーが完全に放電してい
ます。

バッテリーを数時間充電してくだ
さい。深放電したバッテリの充電
が開始されるまでには、しばらく
時間（最大1時間）が必要です。

音が聞こえま
せん。

電源に接続されていません。 電源アダプターの接続を点検して
ください。 13

オーディオプラグが正しく差し
込まれていません。 プラグの接続を点検してください。10

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ボ
リュームが最小またはミュート
に設定されています。

アナログオーディオソースのボ
リュームをすくなくとも中程度の
値まで上げ、オーディオソースが
ミュートになっている場合は解除
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てく
ださい。 ‒

Y字型ヘッドフォンとトランス
ミッターのペアリングが正しく
ない（例：他のY字型ヘッド
フォン/レシーバーが使用中）

Y字型ヘッドフォンとトランス
ミッターを再度ペアリングしてく
ださい。

21

サウンドが一時
的に出なくなる

Y字型ヘッドフォンがトランス
ミッターの通信エリアを離れて
いる

Y字型ヘッドフォンとトランスミッ
ターを近づけます。 ‒

信号が遮られる
トランスミッターとY字型ヘッド
フォンの間から障害物を取り除い
てください。

‒

干渉するおそれのある機器
（例：Wifiルーター、Bluetooth
デバイスまたは電子レンジ）が
近くにあります。

トランスミッターの設置場所、ま
たはイヤホンの位置を変えます。

9
トランスミッターを他の無線機器
から50 cm以上離します。

音が小さすぎる

Y字型ヘッドフォンのボリュー
ムの設定が低すぎる

Y字型ヘッドフォンのボリュームを
上げてください。 17

アナログオーディオソースのボ
リュームの設定が低すぎます。

アナログオーディオソースのボ
リュームをすくなくとも中程度の
値(約 1 Veff)まで上げてください。

‒

音が片側からし
か聞こえない

バランスの調整が間違ってい
ます バランスを設定してください。 18

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てください。10

テレビにはモノラルヘッドホン
出力しかありません。

モノラル/ステレオ変換アダプター
をトランスミッターへの接続に使
用してください。

‒
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製品で、表に記載されていない問題が発生した場合、または表に提案されている方法では解決で
きない場合は、www.sennheiser.comでのRS 2000の製品ページをご覧ください。そこには、よ 
くある質問（FAQ）の最新の一覧があります。
サポートを必要とされる場合は、Sennheiser パートナーに連絡することもできます。各国にお 
ける Sennheiser パートナーはwww.sennheiser.comでご覧いただけます。

トランスミッターの通信エリアを離れた場合
トランスミッターの通信エリアは、壁の厚みや構成など、環境
条件によっても異なります。Y字型ヘッドフォンを着けたまま
トランスミッターの通信エリアを離れると、まず音声が断続的
になり、最後には完全に聞こえなくなります。Y字型ヘッドフォ
ンのヘッドフォンの状態表示LEDが緑に点滅します（充電池が
消耗していれば赤く点滅）。Y字型ヘッドフォンが接続されてい
ないと、トランスミッターは自動的にオフ（スタンバイ）にな
ります。トランスミッター・ステータスLEDが消灯しています。

トランスミッターの通信エリア内に戻るとトランスミッターが
自動的に再びオンになり、接続されます。

音が歪みます。

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てく
ださい。 ‒

オーディオソースの信号が歪ん
でいます。

オーディオソースのボリュームを
下げます。 ‒

Y字型ヘッドフォンのボリュー
ムの設定が高すぎる

Y字型ヘッドフォンのボリュームを
下げてください。 17

ヘッドフォンの
状態LEDが赤く
点灯する

バッテリーの残量がほとんどあ
りません バッテリーを充電します。 14

動作時間が短く
なっています。 バッテリーが消耗しています。

特約 Sennheiser サービスパート
ナーにバッテリーを交換させてく
ださい。

20

Y字型ヘッド
フォンがトラン
スミッターに接
続しない

Y字型ヘッドフォンがトランス
ミッターとペアリングされてい
ない

Y字型ヘッドフォンとトランスミッ
ターのペアリングを行います。 21

トランスミッターまでの距離が
大きすぎます。

Y字型ヘッドフォンとトランスミッ
ターを近づけます。 ‒

2つのY字型ヘッドフォンが現在
トランスミッターに接続されて
いる

オーディオ再生に、同時に最大2つ
のY字型ヘッドフォンをトランス
ミッターに接続して使用すること
ができます。

‒

問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページ

警告
高音による危険!
トランスミッターの通信エリアから離れて接続が中断された場
合でも、レシーバーはオンのままです。このときボリュームを
上げると、トランスミッターの通信エリアに再び入ったおｔき
接続中断時よりさらに大きな音声に設定されています。 
�トランスミッターの通信エリア外にいるときボリュームを上
げないでください。

�トランスミッターの通信エリアに再び入る前に Y 字型ヘッド
フォンを外してください。

Vol +

Vol -
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技術仕様
RS 2000 システム

Y字型ヘッドフォン RR 2000 

トランスミッター TR 2000 

伝送周波数 2.4 ～ 2.4835 GHz
変調方式 8-FSK デジタル
SN 比 1 Veff において約 85 dBA

HF出力 最大 10 dBm
オーディオレイテンシー < 60 ms
通信可能範囲 最大50 m（間に障害物が無い場合）
同時にトランスミッター
に接続することができるY
字型ヘッドフォンの数

2

温度範囲
動作湿度: 5°C～+40°C
保管：-25°C ～ +70°C

相対湿度 (結露なきこと)
動作湿度: 10 ～ 80%
保管：10 ～ 90%

タイプ 差込式、クローズド
コンバーターシステム ダイナミック、ネオジム磁石
イヤーパッドの素材 シリコーン
伝送範囲 15 Hz ～ 16 kHz
音圧レベル 最大125 dB ＠1 kHz、3%高調波ひ

ずみ
高調波ひずみ 0.5%未満＠1 kHz、100 dB SPL
動作時間 最長 9 時間
バッテリーの充電時間 最長 3 時間

電圧供給 内蔵リチウムポリマーバッテリー 
BAP 800、3.7 V、350 mAh

重量（蓄電池を含む） 約 60 g
寸法  
(オフ状態、幅 x 高さ x 奥
行き)

約 102 mm x 265 mm x 23 mm

オーディオ接続
3.5mmステレオソケット
定格入力範囲：  
0.15～4.0 V～

電圧供給 5 V 、1 A

消費電力
稼動時：約 1 W
スタンバイ時：0.5 W（充電なし
の場合）

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) 約 50 mm x 42 mm x 270 mm
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電源アダプター NT 5-10AW 

定格入力電圧/
定格入力電流

100 ～ 240 V/
300 mA

電源周波数 50 ～ 60 Hz
定格出力電圧 5 V 
定格出力電流 1 A

温度範囲
動作湿度: 0°C ～ +40°C
保管：-25°C ～ +70°C

相対湿度 (結露なきこと)
動作湿度: 10 ～ 80%
保管：10 ～ 90%
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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。 
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。

次の要件に準拠しています

EU適合性宣言
• ErP指令 (エネルギー関連製品のエコデザイン指令 )

(2009/125/EC)

• RoHS 指令 (特定有害物質使用制限指令 ) (2011/65/EU)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KGは無線システム型式 
TR 2000、RR 2000が無線システム指令 2014/53/EUに準拠する
ことを宣言します。
EU適合性宣言書の全内容は以下のウェブサイトでご参照になれ
ます： www.sennheiser.com/download.

廃棄に関する注意事項 

• WEEE 指令 (2012/19/EU)

• バッテリー指令 (2006/66/EC & 2013/56/EU)

製品、バッテリー / 充電式バッテリーおよび包装上に表示され
ている、キャスター付きのごみ箱がバツ印で抹消されている記
号は、製品を一般家庭ごみといっしょに廃棄してはならず、別
の廃棄経路に出さなければならないことを意味します。パッ
ケージングの際、国内の廃棄物分別に関する法規に従ってくだ
さい。
こ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
の自治体、自治体が運営している収集所またはリサイクル施設、
および最寄りの Sennheiser パートナーまでお問い合わせくださ
い。
電気・電子機器、バッテリー /充電式バッテリーおよび包装の分
別収集は再利用およびリサイクルを促進し、含有されているお
それがある汚染物質などの負の影響を避けるために役立ちま
す。こうした廃棄方法に従えば環境や健康保護に貢献すること
になります。

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、
各社の商標または登録商標である場合があります。



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 08/17、570723/A02 
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