ATH-750COM USB

USBステレオヘッドセット

使いかた
＊接続するパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。
①本製品のジョイント部を始点にハウジングを矢印の方向へ降ろしてください。
②下図のように左右のイヤパッドが内側を向くようにハウジングを回転させます。

取扱説明書
お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

ジョイント

安全上の注意
本製品は安全性には充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が
起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を
負う可能性があります」を意味しています。

注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または
物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。
警告

●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
交通事故の原因となります。
●周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道
など）では使用しないください。

③本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
ヘッドセットとしてパソコンに認識されると、
「サウンド」またはポップアップ表示がパソコン
画面に表示されます。
④イヤパッドが耳を覆うようにスライダーを上下に
調整し、本製品の"L(左)"の表示側を左耳に、
"R（右）"の表示側を右耳に装着してください。
⑤左側のハウジングにある回転式マイクロホンを
矢印の方向に下ろします。
マイク部分が口元に近づきすぎないようにマイク部
を最適な位置に調整してください。

約130°

可動式マイクロホン

⑥パソコン側の音量を調整し、お好みに合わせてボリューム/ミュートコントローラーの音量を徐々
に上げてください。

注意
●肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
●分解や改造はしないでください。
●コードを持ってヘッドセットを振り回したり、引っ張ったりしないでください。
断線や事故の原因になります。
●接続中にヘッドセットを落としたり、マイク部に強い力が加わらないようにしてください。
USB端子やヘッドセットが破損する恐れがあります。

MUTE

小

大

⑦本製品のマイクロホンの音声をカットしたいときは、マイクミュートボタンを押します。
※マイクミュートボタンを押している間は、マイク通話がオフになります。

使用上の注意

接続例

●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
●本製品の接続時に、万一パソコンのデータが消失しても、当社では責任を負えません。
●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
●接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
●強い衝撃を与えないでください。
●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
また水がかからないようにしてください。
●コードを本体やマイク部に巻き付けたり、挟んだりしないでください。断線の原因になります。
●コードは必ずUSB端子を持って抜き差ししてください。
コードを引っ張ると断線や事故の原因となります。

各部の名称

ヘッドバンド
スライダーで使いやすい
長さに調整できます。

マイクジョイント

可動式マイクロホン

使いやすい位置に
回転できます。

アームを上下に動かして、
マイクを最適な位置に
調整できます。

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドセットの各部をご確認ください。
ヘッドバンド
スライダー
MUTE

ボリューム/ミュートコントローラー
ヘッドホン音量の調整と、マイクの消音
が手元で操作できます。

ジョイント
イヤパッド
スイーベル

USB端子

ハウジング

左右(L/R)表示位置

本体コードブッシュ
可動式マイクロホン
2.0mコード

パソコン

MUTE

ボリューム/ミュートコントローラー

USBポートへ

マイクミュートボタン

MUTE

ボリュームコントローラー

USBコードブッシュ

USB端子

●接続の際は、本製品とパソコンを直接接続してください。
USBハブ、およびUSB延長コードは使用しないでください。
●USB端子はUSBポートの奥までまっすぐに差し込んでください。
斜めに差し込むと故障の原因となる場合があります。
●本製品をパソコンから取り外す場合は、パソコンのUSBポートとの接続を正しく解除して
から取り外してください。

スイーベル機構

ヘッドセットの認識方法

ハウジングをフラットに折りたためます。
※スイーベルは90度以上回転できませんので、無理な力を加えないでください。

●Windows 7
①「スタート」＞「コントロールパネル」＞「サウンド」
②「再生」タブを選択し、
「音の再生」のデバイスとしてヘッドセットを選択してください。
その後、
「プロパティ」を開いて音量調節を行なってください。
※「スピーカー」アイコンのミュート選択が解除されていることを確認してください。
③「録音」タブを選択し、
「音声録音」のデバイスとしてヘッドセットを選択してください。
その後、
「プロパティ」を開いて音量調節を行なってください。
※「スピーカー」アイコンのミュート選択が解除されていることを確認してください。

フラットに
折りたたみ

R側

本製品は、以下のOSを搭載したUSB対応パソコンでご使用いただけます。
Windows 7/Windows Vista/Windows XP、Mac OS X

L側
折りたたんでフラットにした状態
スイーベル

お手入れについて
長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。
●本体について
乾いた布で本体の汚れを拭いてください。
●コードについて
汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。
汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。
●USB端子について
USB 端子が汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。
汚れたら乾いた布で拭いてください。
●イヤパッドについて
イヤパッドの汚れは乾いた布で拭いてください。
イヤパッドに汗または水が付着すると色落ちする場合があります。
その際は乾いた布で拭き取り、陰干しすることをおすすめします。

●Windows Vista
①「スタート」＞「コントロールパネル」＞「サウンド」
②「再生」タブを選択し、
「音の再生」のデバイスとしてヘッドセットを選択してください。
その後、
「プロパティ」を開いて、
「レベル」タブをクリックし音量調節を行なってください。
※「スピーカー」アイコンのミュート選択が解除されていることを確認してください。
③「録音」タブを選択し、
「音声録音」のデバイスとしてヘッドセットを選択してください。
その後、
「プロパティ」を開いて、
「レベル」タブをクリックし音量調節を行なってください。
※「スピーカー」アイコンのミュート選択が解除されていることを確認してください。
●Windows XP
①「スタート」＞「コントロールパネル」＞「サウンドとオーディオデバイス」
②「オーディオ」タブをクリックし、
「音の再生」「録音」それぞれのタブで「既定のデバイス」の
中から「Audio-Technica」を選択します。
③「音声」タブをクリックし、
「音声再生」「音声録音」それぞれのタブで「既定のデバイス」の
中から「Audio-Technica」を選択します。
④ 必要に応じて「音量」タブをクリックし、
「デバイスの音量」で音量調節を行ないます。
※「デバイスの音量」のミュートのチェックボックスが外れていることを確認してください。
●Mac OS X
①（通常画面から）「システム環境設定」を開き、
「サウンド」を選択してください。
②「出力」＞「サウンドを出力する装置の選択」メニューから、ヘッドセットを選択してください。
必要に応じて、ウインドウの下部にある「出力音量」つまみで音量調整してください。
※「消音」のチェックボックスはクリックしないでください。
③「入力」＞「サウンドを入力する装置の選択」メニューから、ヘッドセットを選択してください。
必要に応じて、ウインドウの下部にある「入力音量」つまみで音量調整してください。
※「消音」のチェックボックスはクリックしないでください。

●長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
●イヤパッドは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。
イヤパッドの交換や、そのほか修理については、販売店または当社サービスセンターへ
お問い合わせください。

テクニカルデータ

故障かな？と思ったら
本製品の修理のお申し込みをされる前に、以下の項目をご確認ください。
正常に動作しない場合、お買い上げのお店または当社相談窓口にお問い合わせください。
「故障かな？と思ったら」に記載されている症状以外の誤動作につきましては、以下の手順を
行なうと正常に戻る場合があります。
●USB端子を一度外し、再びパソコンとUSB接続を行なう。
●パソコンと本製品を接続した状態で、パソコンを再起動する。
●USB端子を一度外し、パソコンを再起動してから改めてパソコンとUSB接続を行なう。

■ヘッドホン部

●ドライバー：φ40mm
●出力音圧レベル：102dB/mW
●再生周波数帯域：18〜22,000Hz
●最大入力：40mW
●インピーダンス：32Ω

■マイクロホン部

●型式：エレクトレットコンデンサー型
●指向特性：単一指向性
●周波数特性：100〜10,000Hz
●感度：-44/±4dB(1V/1Pa,1kHz)
●インピーダンス：2.2kΩ

症状：音が出ない
原因

処置方法

●USB端子がパソコンから外れている。 → USB端子をパソコンにしっかり差し込む。
●パソコンがミュート状態になっている。 → パソコンのミュートをオフにする。
●USB機器としてパソコンに
認識されていない。

→ パソコンを再起動する。

症状：音が小さい
原因

●質量：約125g（コード除く)
●コード長：2.0m
●プラグ：USB端子（A-TYPE）
●別売：イヤパッド HP-750COM

処置方法

●USB端子がパソコンからきちんと
接続されていない。

→ USB端子をパソコンにしっかり差し込む。

●パソコン側の音量、またはボリューム
コントローラーの音量が
絞られている。

→ パソコンの音量を上げるか、ボリューム
コントローラーの音量の上げる。

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

症状：音が途切れる
原因
●パソコンのCPUの負荷が大きい。

処置方法
→ ほかのアプリケーションを終了する。

●同時にほかのUSB機器を使用している。 → ほかのUSB機器の使用を停止する。
※パソコンの操作については、ご使用のパソコンの取扱説明書をご確認ください。

＊Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、商標または登録商標です。
＊Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
＊Macは、Apple Inc.の商標または登録商標です。
アフターサービスについて
本 製品をご家庭 用として、取扱説明や接続・注意
書きに従ったご使 用において故障した場合、保証
書記載の期間・規定により無料修理をさせていた
だきます。修理ができない製品の場合は、交換さ
せていただきます。お買い上げの際の領収書また
はレシートなどは、保証開始日の確認のために保
証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示を
お願いします。

h t t p : / / w w w . a u d i o -t e c h n i c a . c o . j p
102405602

お問い合わせ先（電話受付 / 平日 9：00〜17：30）
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店
または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●相談窓口（製品の仕様・使いかた） 0120-773-417
（携帯電話・PHS などのご利用は 03-6746-0211）
FAX：042-739-9120
E メール：support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター（修理・部品）
0120-887-416
（携帯電話・PHS などのご利用は 03-6746-0212）
FAX：042-739-9120
E メール：servicecenter@audio-technica.co.jp
●ホームページ（サポート）www.audio-technica.co.jp/atj/support/

