日本語

ATH-OX7AMP
取扱説明書
ATH-OX7AMP

アンプ内蔵ポータブルヘッドホン

お買い上げいただきありがとうございます。
■ 充電式電池のリサイクルについて
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
充電式電池はリサイクルできます。
正しくご使用ください。
不要なった電池は、端子にテープなどを貼り
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてく
付けて絶縁してから充電式電池リサイクル
ださい。
Ni-MH 協力店にお持ちください。充電式電池の回
収・リサイクルおよびリサイクル協力店につ
いては、社団法人電池工業会ホームページ
hhtp://www.baj.or.jp をご覧ください。

安全上の注意
本製品は安全性に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。

危険

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切迫しています」を意味
しています。

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。

本体についての注意
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）では使用しないで
ください。

注意
●耳をあまり刺激しない適 度な音量でご使 用ください。
長時間、大音量で聞くと聴力に悪影響を与えることが
あります。
●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。
●ハウジングとアームの間に、指などをは挟まないように
ご注意ください。

電池についての注意
指定
電池

単4形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池
（充電式電池）
＊：単4形アルカリ乾電池のみに該当します。
▲：ニッケル水素電池（充電式電池）のみに該当
します。

危険
●電池の液が目に入ったときは目をこすらない
すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の
診察を受けてください。
●電池の液が漏れたときは素手で液を触らない
・液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。電
池が液漏れを起こした場合は、当社サービスセンターま
でご相談ください。
・万一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で
充分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
・皮膚や衣服に付いた場合は、
すぐに水で洗い流してくだ
さい。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けて
ください。

警告
●火の中に入れない、加熱、分解、改造しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない
発熱、破損、発火の原因になります。
●幼児の手の届く所に置かない
電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けて
ください。窒息や内臓への障害の恐れがあります。
●電池は（+）
（−）を逆に入れない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●硬貨やカギなど金属製のものと一緒の場所に置いたり、
電池の（＋）と（−）を接続しない
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●新しい電池と一度使用した電池、銘柄や種類の違う電池
を混ぜて使用しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●乾電池は充電しない（＊）
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●使い切った電池はすぐに取り出す
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●長期間使用しない場合は電池を取り出す
液漏れによる故障の原因になります。

注意

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。
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。
●お客様相談窓口（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/

〒194-8666

東京都町田市成瀬2206

http://www.audio-technica.co.jp

382311750

●落下させたり強い衝撃を与えない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●以下の場所で使用、放置、保管しない
■直射日光の当たる場所、高温多湿の場所
■炎天下の車内 ■ストーブなどの熱源の近く
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。
●水に濡らさない
発熱、破裂、発火の原因になります。
●指定の充電器、ACアダプター以外で充電しない（▲）
故障や火災の原因になります。
●外装ラベルがはがれた電池は使用しない、ラベルをはが
さない
ショート状態になりやすく、液漏れ、発熱、破裂の原因に
なります。
●変形させたりハンダ付けしない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●保管、廃棄の場合は端子をテープなどで絶縁する
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●機器を使用したあとは必ずスイッチを切る
液漏れの多くは、
スイッチの切り忘れによる電池の消耗
が原因です。
●指定の電池以外使用しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●使用済みの電池は自治体の所定の方法で処分する
（＊）
環境保全に配慮してください。

使用上の注意
●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。
●本製品を使用時に万一メモリーなどが消失しても、当社で
は一切責任を負いません。
●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。
●乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあり
ます。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によ
るものでヘッドホンの故障ではありません。
●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。
●本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩
擦により変色することがあります。
●本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコード
が引っかかり、断線 の原因になります。必ず本 製品から
コードを外して、付属のポーチに収納してください。
●コードは必ずプラグ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になります。
●本製品をポータブル機器に接続している状態で、コードを
巻きつけないでください。プラグ付近に負担がかかり、断
線する恐れがあります。
●デジタルアンプを搭載したポータブルプレーヤーなど、一
部の機器ではご使用いただけない場合があります。
●コードを延長する場合は、別売のヘッドホン延長コー
ドをお買い求めください。
●φ3.5mmステレオミニジャック以外のヘッドホン端
子 の機 器およびスマートフォン適合機種 以 外と接 続
する場合は、適切な変 換プラグアダプターをお買い
求めください。

故障かな？と思ったら
「故障かな？」と思った場合、以下の項目を参考に確
認をしてください。 確認後も解決されない場合は、
お買い上げの販売店または当社相談窓口へお問い
合わせください。
Q1. 音が出ない。
A1：パワーインジケーターをご確認ください。
パワースイッチがオンの状態で、インジケー
ターが消えている場合は、新しい電池と交換し
てください。
A2：電池無しで聞く場合はパワースイッチをオフ
にしてください。
パワースイッチがオンのままでは音は聞こえま
せん。
Ｑ2. 音が歪む
A1：接続した機器の音量を小さくしてください。
A2：新しい電池または満充電された充電池に交
換してください。
電池の消耗が考えられます。新しい電池または
満充電された充電池に交換してください。
Ｑ3．ブーン、パタパタといった音が聞こえる。
A1：近くにある携帯電話やコンピューター関連機
器のノイズを拾っている可能性があります。
ノイズを発生させる機器から遠ざけてご使用く
ださい。
Q4. ボリューム調整ができない。
A1：アンプが駆動していないときはボリューム操
作が効きません。
アンプの電源を入れてからご使用ください。

お手入れのしかた
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
乾いた布で拭いてください。
●プラグについて
プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてくださ
い。プラグ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。
●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。
●イヤパッド、ヘッドバンドについて
乾いた布で拭いてください。
●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当社
サービスセンターへお問い合わせください。
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スマートフォン

φ3.5mm金メッキ
4極ステレオ
ミニプラグ
（L型）

φ3.5mmステレオ
ミニジャック
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使いかた

ご使用になる前に、図を参考にヘッドホンの各部を
ご確認ください。
A
ヘッドバンド
パワーインジケーター
パワースイッチ
アンプボリューム
イヤパッド
電池ケース
左右（L/R）表示位置

B 付属品
8
9
10
11

ヘッドホンコード
スマートフォン用コントローラー付きコード
ポーチ
単4形アルカリ乾電池（動作確認用）

電池の入れかた・交換のしかた

φ3.5mm金メッキ
ステレオミニプラグ
（L型）
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各部の名称

1
2
3
4
5
6
7

E

ポータブル
プレーヤーなど

C

1 電池ケースを引き出します。
矢印 1 に指をかけて押しながら、矢印２の方向
へ引き出します。
2 電池ケースから電池を取り出してください。
電池
が取り出しにくいときは、電池ケース裏の穴か
らヘッドホンコード（付属）のプラグで押してく
ださい。
3 ＋−の極性表示に合わせて新しい電池を 1 本入
れてください。
4 電池ケースを収納します。
カチッと感触がある
まで押します。

D

スルー機能

1 付属のヘッドホンコードまたはスマートフォン用
コントローラー付きコードを本製品に接続して
ください。接続する機器の音量を最小にして、
ヘッドホン端子に本製品を接続します。
※ヘッドホンコードのプラグは奥までしっかりと
差し込んでください。

電池が切れた場合でも、アンプを使用せずにポー
タブルヘッドホンとして使用できる機能を搭載して
います。

2 本製品のパワースイッチをオンにしてください。
※アンプを使用せず、
ポータブルヘッドホンとし
て使用する際は、
この手順は省略してください。

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。

3 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、イヤパッドが耳全体を
覆うようにヘッドバンドを調整します。

●本体について
乾いた布で拭いてください。

4 接続している機器を再生し、お好みの音量に調
整してご使用ください。
※アンプを使用している際は、本製品で音量の
調整が可能です。
5 使用後、パワースイッチをオフにして、接続して
いる付属のコードを外してください。

スマートフォン用コントローラー付き
コードの使いかた
音楽や動画の再生／
一時停止
着信応答／終話

コントロールボタンを
一回押します。
E

※ 一部のスマートフォンでは、音楽・動画再生/一
時停止の操作ができない場合があります。

適合機種について
最新の適合機種についてはこちらをご確認ください。
スマートフォンのイヤホンジャッ
クの形状、および取扱説明書を
必ずご確認のうえ、最 新のOS
バージョンでご使用ください。
（当社PC/モバイルサイトまたは相
談窓口でもご案内しています。）
PCサイト
http://www.audio-technica.co.jp/atj/support/

モバイルサイト
http://www.audio-technica.co.jp/i/

お手入れのしかた

●プラグについて
プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてくださ
い。プラグ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。
●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。
●イヤパッド、ヘッドバンドについて
乾いた布で拭いてください。
●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
ヘッドホン部
型式
：ダイナミック型
ドライバー
：φ40mm
出力音圧レベル ：105 dB/mW（アンプ使用時）、
99dB/mW（アンプ不使用時）
再生周波数帯域 ：9〜26,000Hz
最大入力
：800mW
インピーダンス ：68Ω
マイクロホン部
型式
指向性
感度
周波数帯域

：コンデンサー型
：全指向性
：-40dB（0dB =1V/Pa, 1kHz）
：100〜10,000Hz

質量
電源

：約220g（電池、コード除く）
：単4形アルカリ乾電池または
単4形ニッケル水素充電池×1
：約35時間
電池寿命※
（単4形アルカリ乾電池使用時）
約20時間
（単4形ニッケル水素充電池使用時）
付属品
：ヘッドホンコード（1.2m/φ3.5mm
金メッキステレオミニ/L型）、
スマートフォン用コントローラー
付きコード（1.2m/φ3.5mm金メッ
キ4極ステレオミニ/L型）、ポーチ、
単4形アルカリ乾電池（動作確認用）
交換イヤパッド（別売）：HP-OX7
※電池寿命は、使用条件によって異なります。
（改良などのため予告なく変更することがあります。）

