
取扱説明書

安全上のご注意
 ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しくお使いください。また、お読みになった後は大
切に保管してください。

 ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人
への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記
載していますので、必ずお守りください。

 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用を
した場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま
たは重傷を負う可能性が想定される」内容です。

 注意
この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う
可能性が想定される場合および物的損害のみの発
生が想定される」内容です。

 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明して
います。

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

分解してはいけないことを示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい
けないことを示す記号です。
指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）
を示す記号です。

 警告
対応以外のUSB対応ACアダプタを使用しない。
火災の原因になることがあります。
煙が出る場合、異常なにおいや音がする場合は、すぐに電源
を切る。
煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社東京サービス
センターに修理を依頼してください。
水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている場所や水気の多い
場所では使用しない。
火災・感電の原因になります。
本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、販
売店または弊社東京サービスセンターに点検を依頼する。
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しない。
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や
感電の原因になります。
分解や改造をしない。
感電の原因になります。
調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置し
ない。
火災・感電の原因になることがあります。
交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中にヘッド
ホンを使用しない
周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となりま
す。
歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえな
いと危険な場所では使用しない
交通事故の原因となります。

 注意
ほこりや湿気の多い場所に設置しない。
ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となり
ます。
薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、
接点復活剤を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

使用上のご注意
• プラグを抜き差しするときは、コードを無理に引っ張らずにプラ
グを持って抜き差ししてください。

• 汚れは乾いた布で拭き取ってください。その際、内部に息を吹き
かけることはしないでください。

本機の特長
 フィードバック方式ノイズキャンセリング・ヘッドホン
ノイズキャンセルの方式として消音性能の高いフィード
バック方式を採用。ドライバーユニットの内側に配置し
た小型マイクロホンが鼓膜に近い位置で環境騒音を収
音。独自開発のノイズキャンセリング回路が、その騒音
信号を元にキャンセル信号を生成することで、精度の高
いノイズキャンセリング効果を得る事ができます。

 オプチマイズド・ドライバーシステム
独特なレクタングル・シェイプのハウジングに最適化す
る様に調整した、高性能40mm径ドライバーにより、
きめ細やかでナチュラルなサウンドを提供致します。ま
た、そのバッフル効果が躍動感のある低域再生を実現し
ます。

 着脱式ケーブル
ケーブルは着脱式を採用。ナイロン製シースのヘビー
ゲージ・ケーブルは強度が高いだけでなく、もつれも
防ぎます。

 低反発タイプのプレミアムフォームイヤパッド
低反発タイプのプレミアムフォームを採用したイヤパッド
は、快適な装着感を保持しながら密閉度を高める事により、
音漏れの減少と低音再生能力の向上も可能にします。

 2D フォールディング・メカニズム＋プレミアム
キャリングケース
2Dフォールディング・メカニズムによりフラットに折
りたためます。付属のプレミアムキャリングケースにフ
ラットにした状態で収納すれば、持ち運びに便利です。

 交換可能 2 サイズヘッドバンド
交換可能なトップヘッドバンドを2サイズ (S・L)用意。
イヤカップをより適正な位置にフィットさせる事が可
能です。

• harman kardon は米国およびその他の国々における
Harman International Industries, Incorporated の
登録商標です。

付属品
お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろって
いることをご確認ください。

  ヘッドホンケーブル（Apple 製品対応マイク付き
リモコン搭載）

  充電用ケーブル

  ヘッドバンド（L）

  専用キャリングケース   フライトアダプター

  日本語取扱説明書
（本紙）
  多言語取扱説明書

  保証書（製品パッケー
ジに貼付）

ヘッドバンドを交換する
ご購入時にセットされているヘッドバンドが小さい
場合は、ヘッドバンド（L）に交換することができます。

① 本機を、左チャンネルが向かって左になるように
して机などの上に置きます。

② インナーヘッドバンドを
曲げるようにして下側に
押し下げます。

インナーヘッドバンド

③ インナーヘッドバンドの
ジョイント部を手前に引き、
本体から抜き取ります。

抜き取る際、インナーヘッドバンドは強い力を加える
必要はありません。スムーズに抜き取れない場合は、
ヘッドバンドの金具とインナーヘッドバンドの取り付
け部を確認しながら、インナーヘッドバンドを押し下
げる角度を変えてスムーズに抜き取ってください。

④ イヤパッドが外側を向く
ように、本機の左右のハ
ウジングを外側から内側
に向けて回転させます。

⑤ 本機の左右のハウジング
をヘッドバンドから抜き
ます。

抜き取る際、無理な力を加えずまっすぐ引き抜いてく
ださい。

⑥ 本機の左右のハウジング
を、交換するヘッドバンド
に差し込みます。

イヤパッドが外側を向いた状態で、まっすぐ差し込み
ます。
正しく差し込まれると、「カチッ」と音がします。
差し込む際、ハウジングのコードを巻き込まないよう
ご注意ください。

⑦ イヤパッドが内側を向くように、本機の左右のハ
ウジングを内側から外側に向けて回転させます。
ハウジングがヘッドバンドに固定されます。ハウジン
グが抜けてしまう場合は、⑥からやり直してください。

⑧ インナーヘッドバンドを
ヘッドバンドにセットし
ます。

セットする際も、インナーヘッドバンドに強い力を加
える必要はありません。
ヘッドバンドの金具とインナーヘッドバンドの取り付
け部を確認しながら取り付けてください。
また、取り付けの際ハウジングのコードに無理な力が
加わらないようご注意ください。

⑨ インナーヘッドバンドを
曲げるようにして、押し
上げます。



使い方
① 本機を聞きたいオーディオプレーヤーに接続します。
付属のヘッドホンケーブルを使って、本機とオーディ
オプレーヤーを接続します。付属のヘッドホンケーブ
ルのプラグは、ヘッドホン側とオーディオプレーヤー
側で形状が異なります。
3極のプラグを本機に接続し、4極のプラグをオー
ディオプレーヤーに接続してください。
＊ 航空機のオーディオシステムに接続するときは、
必要に応じてフライトアダプターをご使用ください。

航空機のオーディオシステムへ
② イヤパッドで耳を覆うようにしっかりと装着します。
③ 本機の左チャンネルの電源スイッチをスライドさ
せて、電源をオンにします。
電源がオンになると電源スイッチ上にある「NC」が
点灯します。
• 電源をオンにしなくても、ヘッドホンとして音
声を再生することができます。

• ノイズキャンセリング機能の特性上、高音域の
騒音はあまり減衰しません。

 リモコンの使い方
iPhone/iPod/iPad を接続した場合は、ヘッドホン
ケーブルに付いているリモコンをお使いいただけます。
リモコンにはマイクが内蔵されておりますので、
iPhone を接続した場合、本機をイヤホンマイクと
してハンズフリー通話も可能です。iPhone/iPod/
iPad 接続時のボタンの動作は以下のとおりです。

iPod/iPad iPhone
+/ －
ボタン

音量を調整する 音量 (通話音量 )を調整する

真ん中の
ボタン

1回押すと再
生 /一時停止

2回押すと次の
曲へスキップ

3回押すと前
の曲へ戻る

(着信 /通話中 )
着信中に押すと電話を受ける
通話中に押すと電話を切る

(音楽再生中 )
1回押すと再生 /一時停止
2回押すと次の曲へスキップ
3回押すと前の曲へ戻る

真ん中の
ボタンを
押し続け
る ̶

(着信中 )
着信を拒否する
(通話中 )
電話を切る
(音楽再生中 )
Siri モードになる

＊ 最新の対応情報については、弊社ホームページをご参
照ください。

3極の
プラグ

本機を充電する
本機内蔵の充電池が少なくなると、電源スイッチ上に
ある「NC」が点滅します。充電池が完全になくなっ
ても、電源スイッチを切ることで音声は再生されます。
充電が開始されると電源スイッチ横のランプが赤に
点灯します。充電開始から約2時間で消灯し充電完
了となります。
●  ノイズキャンセリング機能の最大使用時間は約
40時間です。

① ヘッドホンケーブルをはずし、付属の充電用ケー
ブルを接続する。

② 充電用ケーブルを、お手持ちのパソコンまたは市
販のUSB対応ACアダプタを使用して、コンセ
ントに接続する。
• 本機の充電用ケーブルをパソコンと接続して、
USBヘッドホンとして使用することはできません。

• 充電中は本機を使用すること
はできません。

キャリングケースに収納する
本機と付属のケーブル類を、付属の専用キャリング
ケースに収納して、便利に持ち運ぶことができます。
① 本機を平たく折りたたみ
ます。

② 本機をキャリングケース
に収納します。

イヤパッドを交換する
本機のイヤパッドは、マグネットによる着脱式です。
イヤパッドが傷んできたときは、イヤパッドを新品
のものと交換してください。新品のイヤパッドを購
入する場合は、弊社東京サービスセンターにお問い
合わせください。
① イヤパッドを
ヘッドホンから
外します。

② 新品のイヤパッド
を装着します。

ヘッドホンのピンがイヤパッドの穴に入るように装
着します。イヤパッドはマグネットで固定されます。

トラブルシューティング
原因 解決法

電源スイッチを
スライドしても
電源が入らない。

充電池が切れている可能性があり
ます。充電してください。

電源は入るが、
音が出ない

ヘッドホンケーブルが正しく接
続されているか確認してくださ
い。

接続したオーディオプレーヤー
で再生が開始されているか確認
してください。

音が歪む 接続したオーディオプレーヤー
の音量が大きすぎないか確認し
てください。

主な仕様
タイプ 密閉型

（フィードバック方式ノイズキャンセル）

周波数特性 16Hz ～ 20kHz

感度 101dB/mW

インピーダンス 32Ω

ノイズキャンセ
リング連続使用
時間

最大約40時間

入力プラグ Ø3.5mm 4極ステレオミニ
（ストレート型）

ケーブル長 1.4m（ケーブル着脱式）

重量 360g（ケーブル含まず）

付属品 ヘッドホンケーブル× 1
（Apple 製品対応マイク付きリモコン
搭載）
充電用ケーブル×1
ヘッドバンド（L）×1 
　※ Sサイズは装着済
フライトアダプター×1
専用キャリングケース×1
日本語取扱説明書（本紙）
多言語取扱説明書
保証書（日本国内2年保証） 
　※製品パッケージに貼付

＊ 仕様および外観は、製品の改良のため予告なく変更す
ることがあります。

 リチウムイオン電池のリサイクルにご
協力ください。

当製品はリサイクル可能なリチウムイオン電池を内蔵
しております。

 オンラインご愛用者登録のご案内
この度は harman kardon 製品をご購入いただき誠に
ありがとうございます。弊社では harman kardon 製
品のご購入者を対象に、ホームページ上にてオンライ
ンご愛用者登録を行っております。ご登録いただいた
お客様には、サポート情報やキャンペーン情報、新製
品情報など harman kardon 製品の最新情報をお送り
いたします。
http://www.harman-japan.co.jp/hk/
このアドレスでトップページにアクセスし、「ご愛用者登
録」をクリックしてください。
携帯電話からはご登録できませんのでご注意ください。

 

 アフターサポート
日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンイ
ンターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

http://www.harman-japan.co.jp/
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