
下記の注意を守らないと 

火災・発熱・
発火・感電により
死亡や大けがの原
因となります。

指定以外の ACパワーアダプターを使
わない
充電するときは、必ず指定の ACパワーアダプ
ターを使用してください。 
破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災や
けが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない
故障や感電の原因となります。内部の点検およ
び修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、
ソニーの修理相談窓口にご依頼ください。

　

火のそばや炎天下などで充電したり放
置しない

下記の注意を守らないと 

火災・発熱・
発火・感電により
やけどや大けが
の原因となります。

運転中は使用しない
自動車の運転をしながらヘッドホンを使用した
り、細かい操作をしたりすることは絶対におや
めください。交通事故の原因となります。

　

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を
中止し、ACパワーアダプターをコンセントから
抜いて、お買い上げ店またはソニーの修理相談
窓口にご相談ください。

　

この製品を海外で使用しない
ACパワーアダプターは、日本国内専用です。
交流 100 Vの電源でお使いください。海外など
で、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電
の原因となります。

　

 安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されてい
ます。しかし、電気製品はすべて、まちがった
使いかたをすると、火災や感電などにより人身
事故になることがあり危険です。事故を防ぐた
めに次のことを必ずお守りください。


安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読み
ください。

定期的に点検する
1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部
とコンセントとの間にほこりがたまっていない
か、故障したまま使用していないか、などを点
検してください。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、ACパワーアダプター
などが破損しているのに気づいたら、すぐにお
買い上げ店またはソニーの修理相談窓口に修理
をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においが 
したら、煙が出たら   電源を切る

  ACパワーアダプ
ターをコンセン
トから抜く

  お買い上げ店ま
たはソニーの修
理相談窓口に修
理を依頼する

お買い上げ店またはソニーの修理相談窓口にお
持ちになる際は、必ずヘッドホンとプロセッサー
を一緒にお持ちください。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示
をしています。表示の内容をよく理解してか
ら本文をお読みください。

    この表示の注意事項を守らな
いと、火災・感電・漏液・発熱・
破裂などにより死亡や大けが
などの人身事故が生じます。

    この表示の注意事項を守らな
いと、大けがなど人身事故の
原因となります。

    この表示の注意事項を守らな
いと、感電やその他の事故に
よりけがをしたり周辺の家財
に損害を与えたりすることが
あります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

雷が鳴りだしたら、ACパワーアダプ
ターに触れない
感電の原因となります。

　

下記の注意を守らないと 

けがをしたり周辺の
家財に損害を与え
たりすることがあります。

ぬれた手で ACパワーアダプターをさ
わらない
感電の原因となることがあります。

　

大音量で長時間つづけて聞きすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけ
て聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあり
ます。呼びかけられて返事ができるくらいの音
量で聞きましょう。

　

通電中の ACパワーアダプターに長時
間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温
やけどの原因となることがあります。

本体や ACパワーアダプターを布団な
どでおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因
となることがあります。

　

はじめからボリュームを上げすぎない
突然大きな音が出て耳をいためることがありま
す。ボリュームは徐々に上げましょう。特に、
CDや DMP機器など、雑音の少ないデジタル機
器を聞くときにはご注意ください。

かゆみなど違和感があったら使わない
使用中、肌に合わないと感じたときは使用を中
止して医師またはお買い上げ店、ソニーの修理
相談窓口にご相談ください。
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別売りのプロセッサーが必要です
本機は単体ではお使いになれません。別売りの
デジタルサラウンドヘッドホンシステム
MDR-DS7500と組み合わせてお使いください。

ワイヤレス
ステレオヘッドホン
取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故
になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを
示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MDR-RF7500

主な仕様
一般仕様
再生周波数帯域 5 ～ 25,000 Hz
電源 内蔵リチウムイオン充電式電池
質量 約 325 g

同梱品
ヘッドホン（1）
取扱説明書（本書）（1）
保証書（1）
その他印刷物一式

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する
ことがありますが、ご了承ください。

製品登録のおすすめ
ソニーは、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充
実を図るため、製品登録をお願いしております。詳しくは
ウェブ上の案内をご覧ください。
パソコンから
http://www.sony.co.jp/avp-regi/

携帯電話から
2次元コード対応のカメラつき携帯電話の
読み取り機能でご利用ください。

http://reg.msc.m.sony.jp/avp/

長時間使用しないときは ACパワーア
ダプターを抜く
長時間使用しないときは、安全のため ACパワー
アダプターをコンセントから抜いてください。

お手入れの際、ACパワーアダプター
を抜く
ACパワーアダプターを差し込んだままお手入れ
をすると、感電の原因となることがあります。

電池についての 
安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火・誤
飲による大けがや失明を避けるため、
下記の注意事項を必ずお守りください。

 充電式電池が液漏れし
たとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液
をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、ソニー
の相談窓口またはソニーの修理相談窓口にご
相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になるこ
とがあるので目をこすらず、すぐに水道水な
どのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の
治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけ
がの原因になるので、すぐにきれいな水で洗
い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるとき
には医師に相談してください。

充電式電池について

 指定された ACパワーアダプター以外で充電し
ない。

 火の中に入れない。分解、加熱しない。
 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の
車中など、高温の場所で使用・保管・放置しな
い。

 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけた
りしない。

 液漏れした電池は使わない。

日本国内での充電式電池の廃棄につい
て

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
一般社団法人 JBRCホームページ
http://www.jbrc.net/hp/
contents/index.html  
を参照してください。



周波数について
本機は 2.4 GHz帯の 2.400 GHzから 2.4835 
GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ
周波数を使っていることがあります。他の無線
機器との電波干渉を防止するため、下記事項に
注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数は 2.4 GHz帯です。この周波数帯
では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、
他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される
免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要し
ない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以
下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1.  本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運
用されていないことを確認してください。

2.  万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が
発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変
えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を
停止）してください。

3.  不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソ
ニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニー
の相談窓口については、本取扱説明書をご覧くだ
さい。

この無線機器は 2.4 GHz帯を
使用します。変調方式として
DS-SS変調方式を採用し、与
干渉距離は 40 mです。
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イヤーパッドについて
イヤーパッドは消耗品です。日常の使用や長期
の保存により劣化しますので、破損したら交換
してください。
イヤーパッドを交換する場合は、ソニーの修理
相談窓口にご相談ください。

故障かな？と思ったら
修理にお出しになる前に、もう一度点検してく
ださい。それでも正確に動作しないときは、お
買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合
わせください。

プロセッサーの IDをヘッドホンに登
録できない
 プロセッサーとヘッドホンをできるだけ近づける。
 プロセッサーの位置を変える。
 プロセッサーとヘッドホンの周辺に 2.4GHz帯の周
波数を使用する無線や電子レンジなどの機器がない
か確認する。

 プロセッサーを 2台お持ちの場合は、ID登録をしな
いほうのプロセッサーの電源を切る。/（電源）ス
イッチを 3秒間押すと電源が切れます。

保証書とアフターサービス

保証書
 この製品には保証書が添付されていますので、
お買い上げの際お受け取りください。

 所定事項の記入および記載内容をお確かめの
うえ、大切に保存してください。

 保証期間は、お買い上げ日より 1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べくだ
さい。

それでも具合の悪いときは
ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相
談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただ
きます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望
により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではワイヤレスステレオヘッドホンの補修
用性能部品（製品の機能を維持するために必要
な部品）を、製造打ち切り後 6年間保有してい
ます。ただし、故障の状況その他の事情により、
修理に代えて製品交換をする場合がありますの
でご了承ください。

 準備

ヘッドホンを充電・登録す
る
本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵してい
ます。充電してからお使いください。
MDR-DS7500に付属の ACパワーアダプター
（6V）を、ヘッドホンの DC IN 6V端子と電源コ
ンセントに接続します。

ヘッドホン

ACパワーアダプター
（MDR-DS7500に付属）

電源 
コンセントへ

DC IN  
6V端子へ

充電完了
（消灯）

充電中
（赤点灯）

ご注意
 充電は 5℃～ 35℃の環境で行ってください。この範囲
を超えると CHGランプが点滅し、充電できないこと
があります。

 本機の電源が入っているときに充電を開始すると、本
機の電源は自動的に切れます。

 充電中に本機の電源を入れることはできません。

充電時間の目安と持続時間

充電時間 持続時間 *1

約 3時間 *2 約 18時間 *3

約 30分 *4 約 3時間 *3

*1 1 kHz,1 mW+1 mW出力時
*2 電池残量がない状態から、満充電するのにかかる時間
*3 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異な
る場合があります。

*4 電池残量がない状態からの時間

充電式電池の残量を確認する
フリーアジャストバンドを引き、右ヘッドホン
の POWERランプが緑色に点灯すれば使用でき
ます。POWERランプが点灯しないときや、ラン
プが暗かったり、音が途切れたりするときは、
充電してください。

ご注意
 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が
短くなることがあります。何回か充放電を繰り返すと、
充分に充電できるようになります。

 1年以上の長期にわたって保存する場合は、過放電防
止のため、年 1回程度の充電を行ってください。

 充電式電池の持続時間が通常の半分ぐらいに低下した
場合は、充電式電池の寿命と考えられます。充電式電
池の交換については、お近くのソニーの修理相談窓口
にご相談ください。

 その他

本機を廃棄する
機器に内蔵されている充電式電池は
リサイクルできます。この充電式電
池の取りはずしはお客様自身では行
わず、「使い方相談窓口」にご相談く
ださい。（「使い方相談窓口」の連絡
先は本取扱説明書内の表紙下に記載
されています。）

使用上のご注意
取り扱いについて
 本機を落としたりぶつけたりなど強いショッ
クを与えないでください。故障の原因となり
ます。

 本機を分解したり、開けたりしないでくださ
い。

設置について
次のような場所には置かないでください。
– 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど
温度が非常に高い所。

– ほこりの多い所。
– ぐらついた台の上や傾いた所。
– 振動の多い所。
– 風呂場など、湿気の多い所。
ACパワーアダプターについて
 必ずMDR-DS7500に付属の ACパワーアダ
プター（6V、極性統一形プラグ・JEITA規格）
をお使いください。プラグの極性など異なる
製品を使うと、故障の原因になります。

極性統一形プラグ

 電圧やプラグ極性が同じ ACパワーアダプター
でも、電流容量その他の要因で故障の原因に
なります。必ずMDR-DS7500に付属の AC
パワーアダプターをご使用ください。

 ACパワーアダプターは容易に手が届くような
電源コンセントに接続し、異常が生じた場合
は速やかにコンセントから抜いてください。

 ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点
にご注意ください。
– ACパワーアダプターを本棚や組み込み式
キャビネットなどの狭い場所に設置しない
でください。

– 火災や感電の危険をさけるために、ACパ
ワーアダプターを水のかかる場所や湿気の
ある場所では使用しないでください。また、
ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の
入ったものを置かないでください。

 長い間使わないときは、ACパワーアダプター
をコンセントから抜いてください。コンセン
トから抜くときは、コードを引っぱらずに必
ず ACパワーアダプター本体をつかんで抜い
てください。

ヘッドホンについて
まわりの人のことを考えて
ヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外にも
れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑
にならないように気をつけましょう。
雑音の多いところでは音量を上げてしまいがち
ですが、ヘッドホンで聞くときはいつも、呼び
かけられて返事ができるくらいの音量を目安に
してください。

機器認定について
本機は、電波法に基づく小電力データ通信シス
テムの無線設備として、認証を受けています。
従って、本機を使用するときに無線局の免許は
必要ありません。 
ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられる
ことがあります。
 本機を分解 /改造すること
 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

プロセッサーの IDをヘッドホンに登
録する
プロセッサーには固有の IDが設定されています。
本機を増設する場合は、プロセッサーに設定さ
れている IDをヘッドホンに登録しなければ使用
することができません。必ず登録作業を行って
ください。

1 プロセッサーの電源を入れる。

2 ヘッドホンをかける。
ヘッドホンの電源が入ります。
ご注意
内蔵の充電式電池を事前に充電してから登録作業を
行ってください。

3 ヘッドホンのビープ音が変わるまで
EFFECT/ID SETボタンを押し続ける。
ヘッドホンからのビープ音の聞こえかたが変
わり、ヘッドホンが ID登録待機状態になり
ます。

4 プロセッサーの ID SETボタンを押す。
プロセッサーから IDが送られます。 
増設したヘッドホンに IDが登録されたら
ビープ音が「ピー」と変化し、使用可能にな
ります。

ご注意
 ヘッドホンの ID登録待機状態は約 30秒です。この間
にプロセッサーの ID SETボタンを押してください。

 複数台のヘッドホンを同時に ID登録する場合は、すべ
てのヘッドホンを ID登録待機状態にしてから、プロ
セッサーの ID SETボタンを押してください。


