使いかた

1

ヘッドホンに付属の充電式電池を入れる。
/表示に合わせて正しく入れてください。

コードレスステレオ
ヘッドホンシステム
側から
入れる。

取扱説明書

充電式ニッケル水素電池
BP-HP550-11（付属）

2

3

AC アダプターをつなぐ。
電源コンセントへ

ヘッドホンを充電する。

（赤点灯）

（消灯）

CHG ランプが消えたら
充電完了

充電端子

4

AV 機器をつなぐ。

AV 機器の音量を、音がひずまない範囲でなるべく上げてください。

 AV 機器のヘッドホン端子につなぐ場合

ヘッドホン端子
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L（白）
テレビやデジタルミュージック
プレーヤーなど

MDR-IF245RK

付属品を確かめる

 AV 機器のヘッドホン端子以外の音声出力
（L/R）端子につなぐ場合

 トランスミッター TMR-IF245R

L（白）

ステレオミニプラグ

 ヘッドホン MDR-IF245R

ステレオシステム、
ブルーレイディスク、
DVD プレーヤーなど

R( 赤 )

5
 AC アダプター

音声出力
（L/R）端子

6

ヘッドホンを装着する。
はじめに

耳の保護のため、ヘッドホンの VOL
（音量）つまみで音量を下げておいてください。

AV 機器を再生する。

AV 機器の音量をひずまない範囲でなるべく上げ、ヘッドホンの VOL（音量）を小さめに調節すると、「サー」とい
うノイズが目立たなくなります。

突起
上がる

下がる

左右識別用突起

 接続コード（ステレオミニプラグ× 1  ピンプラグ× 2）

 充電式ニッケル水素電池（BP-HP550-11）

下げておく

赤外線受光部について

お使いになったあとは

ヘッドホンの赤外線受光部は下図の位置にあります。

ヘッドホンをはずしてから POWER
（電源）スイッチ
を OFF にしてください。

約 10 分以上音声入力がない、または
入力音量が小さいと
約 10 分以上音声入力がないと、トランスミッターが
自動的に停止します *。トランスミッターの赤外線発
光部も消灯します。ふたたび音声信号を受信すると、
トランスミッターは赤外線送信を再開します。
また、機器側の音量が小さい場合も停止することが
あります。この場合は機器の音量を音がひずまない
範囲でなるべく大きくして、ヘッドホンの音量を下
げてください。

* AV 機器によっては、音声信号が入力されていなくて
 トランスミッターはヘッドホンに向けてお使いください。
 音量調節のときなどに赤外線受光部を手でおおうと、ヘッドホンから音が聞こえなくなることがありま
す。これは雑音を抑えるミューティング機能が働くためで、トランスミッターに近づくか、触れていな
いほうのヘッドホンをトランスミッターに向けると解除できます。

も、雑音などの影響で電源が自動的に切れないことが
あります。

ヘッドホンをお使いになったあと再充
電するには

主な特長
本機は赤外線を使用したコードレスステレオヘッド
ホンシステムです。トランスミッターをヘッドホン
端子、または音声出力端子のあるテレビやオーディ
オ機器に接続するだけで、ヘッドホンコードに煩わ
されることなく、手軽にお使いいただけます。
 長時間装着を考慮した快適な装着感
 フル充電で約 28 時間使用可能（別売り単 4 形乾電池
も使用可能）
 ヘッドホンをトランスミッターに置くだけの簡単
充電方式
 臨場感に満ちたサウンドを再現する直径 40 mm ド
ライバーユニット
 トランスミッターオフ時や赤外線受信エリア外で
の耳障りなノイズをカットするミューティング機
能
 ヘッドバンドの長さの調節が不要のフリーアジャ
スト機構を採用
 赤外線到達距離約 8 m

ヘッドホンをトランスミッターにのせてください。
CHG（充電）ランプが点灯して充電が始まります。
充電完了後もヘッドホンをトランスミッターにのせ
たままでかまいません。

電池残量を確認するには
ヘッドホンの電源を入れたときに POWER
（電源）ラ
ンプが赤く点灯すれば使用できます。POWER
（電源）
ランプが点灯しない、暗い、点滅する、または音が
ひずんだり雑音が多くなったりした場合はヘッドホ
ンを充電してください。

ご注意
 AC アダプターのプラグはしっかり差し込んでくだ
さい。
 この製品には、付属の AC アダプター（極性統一形
プラグ・EIAJ 規格）をご使用ください。上記以外の
AC アダプターを使用すると、故障の原因になりま
す。
極性統一形プラグ

赤外線方式について
ヘッドホンを装着し、トランスミッターを向いたと
き、トランスミッターから赤外線が届く範囲はおお
よそ下図のとおりです。
上から見た図

約3 m

約8 m
トランスミッター

90°
横から見た図

約3 m

 AC アダプターをつないでいないトランスミッター
に、電源を入れたヘッドホンをのせると、ヘッド
ホンの電池が消耗することがあります。
 充電中はトランスミッターの電源が自動的に切れ
ます。
 本機は、安全のため付属の充電式電池 BPHP550-11 のみ充電できるようになっています。他
の充電式電池を使っても充電できませんのでご注
意ください。
 乾電池を入れても充電されません。
 付属の充電式電池 BP-HP550-11 を他の機器に使用
しないでください。この電池は本機専用です。
 充電は 5 ℃〜 35 ℃の環境で行ってください。
 付属の充電式電池を充分に充電しても、使える時
間が通常の半分くらいになったときは、新しい充
電式電池と取り換えてください。この充電式電池
BP-HP550-11 は市販されていませんので、ソニー
の相談窓口、またはお買い上げ店にご相談の上、
お取り寄せください。

約8 m

乾電池（別売）を使うときは

トランスミッター

90°
 このシステムは赤外線を使用しているため、上図
の範囲内であってもトランスミッターから離れる
にしたがって、雑音が増えます。また、赤外線が
さえぎられた場合は音がとぎれたり、雑音が入っ
たりすることがあります。これらの現象は赤外線
の特性によるもので、故障ではありません。
 赤外線受光部を手や髪でおおわないでください。
 トランスミッターはヘッドホンに対して前方、後
方、横方向に置いてもお使いになれますが、お使
いになる場所の状況により、図の範囲より狭くな
る場合があります。
 トランスミッターの位置やお使いになる場所の状
況により聞こえかたが異なります。なるべく聞こ
えやすい位置でお使いになることをおすすめしま
す。
 直射日光などの強い光線の下で使わないでくださ
い。音がとぎれることがあります。
 プラズマディスプレイからの光の影響を受け、ご
使用できないことがあります。
 トランスミッターの赤外線発光部の明るさにムラ
があることがありますが、赤外線が届く範囲など
の性能には影響ありません。

ミューティング機能について
赤外線が届く範囲から離れたり、赤外線がさえぎら
れたりすると、雑音が増え、音が聞こえにくくなり
ます。この雑音による耳への負担を減らすため、本
機は自動的にミューティング機能が働いてヘッドホ
ンから音が聞こえなくなります。
トランスミッターに近づくか、赤外線がさえぎられ
ないようにすれば、自動的にミューティング状態は
解除されます。

充電についてのヒント
まず充電を！
付属の充電式ニッケル水素電池はお買い上げ時には
充電されていません。お使いになる前に必ず充電し
てください。

オートチャージ機能について
ヘッドホンの電源を切らなくても、ヘッドホンをト
ランスミッターにのせるだけで自動的に電源が切
れ、充電されます。ヘッドホンをかけたり、はずし
たりしてお使いになるとき、ヘッドホンの電源を切
り換える必要がありません。

本機は別売の単 4 形乾電池でもご使用になれます。
「使いかた」の手順 1 と同じ方法で乾電池 2 本を本機に
入れます。
乾電池を入れた状態では充電されません。

乾電池の持続時間
乾電池の種類

持続時間

ソニーアルカリ乾電池 LR03

約 50 時間 2)

1)
2)

1 kHz、0.1 mW+0.1 mW 出力時

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。

接続についてのヒント
 AUDIO IN 1 端子と AUDIO IN 2
（L/R）端子を同時に
使わないでください。両方の端子に 2 台の AV 機器
を同時につなぐと、両方の信号がミックスされて
出力されます。
 接続コードをイヤホン端子（モノラルミニジャッ
ク）に直接つないだ場合は、右チャンネルの音が出
ないことがあります。このときは市販のプラグア
ダプター（ステレオミニジャック  モノラルミニ
プラグ）を接続コードとイヤホン端子の間につない
でください。

音量調節についてのヒント
 AV 機器の音量をひずまない範囲でなるべく上げ、
ヘッドホンの VOL
（音量）を小さめに調節すると、
「サー」というノイズが目立たなくなります。
 映画などの場合、静かなシーンで音量を上げすぎ
て、急な爆発シーンなどで耳を痛めないようご注
意ください。

イヤーパッドを交換するには
イヤーパッドは消耗品です。汚れたり破損した場合
は、下図のようにイヤーパッドを交換してください。
このイヤーパッドは市販されていませんので、ソニー
の相談窓口、またはお買い上げ店にご相談の上、お
取り寄せください。



CHG（充電）ランプが点灯しない場合は

ヘッドホンとトランスミッターの左右が合っている
か確認してください。また、ヘッドホンとトランス
ミッターの充電端子が正しく接触するように、ヘッ
ドホンをのせ直してください。

充電時間の目安と持続時間
充電式電池の残量によって、充電時間が約 30 分から
7 時間かかります。
充電時間

持続時間 1)

約 7 時間 2)

約 28 時間 3)

1)
2)
3)

1 kHz、0.1 mW+0.1 mW 出力時

電池残量がない状態から満充電するのにかかる時間
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。

1)

1 古くなったイヤ−
パッドをはずす。

2 イヤ−パッドをハ
ウジングの外周に
合わせるようには
め込む。

使用上のご注意
取り扱いについて
トランスミッター、ヘッドホン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。

次のような所には置かないでください
 直射日光があたる所や暖房器具の近くなど温度が
非常に高い所（なるべく 5 ℃〜 35 ℃の範囲でご使
用ください。）
 風呂場など、湿気の多い所
 本棚や組みこみ式キャビネットなどの狭い場所

付属の AC アダプターについて

 火災や感電の危険を避けるために、AC 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 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。
 AC 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。通常、本機の電源を
切っただけでは、完全に電源から切り離せません。
 ヘッドホンをはずす前にトランスミッターから AC
アダプターをはずすと、雑音が入ることがありま
す。

長い間ご使用にならないときは
 ヘッドホンから充電式電池を取り出しておいてく
ださい。液もれやさびつきの原因となります。
 AC アダプターをコンセントから抜いておいてくだ
さい。

故障とお考えになる前に
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。

音が出ない、音が小さい

 ヘッドホンの電源を入れる。
 トランスミッターと AV 機器、AC アダプターとの
接続、電源コンセントとの接続を確認する。
 トランスミッターにつないだ AV 機器の電源が
入っているか確認する。
 トランスミッターにつないだ AV 機器の音量を、
ひずまない範囲でなるべく上げる。
 赤外線受光部を手や髪でおおっていないか確認
する。
 トランスミッターとヘッドホンの間に障害物が
ないか確認する。
 なるべくトランスミッターの近くでヘッドホン
を使用する、またはトランスミッターの位置や角
度を変える。
 付属の充電式電池を充電する。または乾電池を新
しいものと交換する。それでも POWER
（電源）ラ
ンプが点灯しない場合は、ソニーサービス窓口に
お持ちください。
 ヘッドホンの音量を上げる。
音がひずむ、とぎれとぎれになる（同時に雑音が出る
場合もある）
 なるべくトランスミッターの近くでヘッドホン
を使用する、またはトランスミッターをヘッドホ
ンに向ける。
 トランスミッターにつないだ AV 機器の音量を下
げる。
 付属の充電式電池を充電する。または乾電池を新
しいものと交換する。それでも POWER
（電源）ラ
ンプが点灯しない場合は、ソニーサービス窓口に
お持ちください。
雑音が多い
 なるべくトランスミッターの近くでヘッドホン
を使用する、またはトランスミッターの位置や角
度を変える。（トランスミッターから離れるにつ
れて雑音が多くなります。この現象は赤外線の特
性によるもので、故障ではありません。）
 トランスミッターとヘッドホンの間に障害物が
ないか確認する。
 赤外線受光部を手や髪でおおっていないか確認
する。
 直射日光の入る窓際で使っているときは、カーテ
ンやブラインドを閉めて直射日光が当たらない
ようにする。または、直射日光の当たらない場所
で使う。
 トランスミッターにつないだ AV 機器の音量を、
ひずまない範囲でなるべく上げる。
 付属の充電式電池を充電する。または乾電池を新
しいものと交換する。それでも POWER
（電源）ラ
ンプが点灯しない場合は、ソニーサービス窓口に
お持ちください。
 すでに本機以外のトランスミッターをお持ちの
ときは、本機以外のトランスミッターの電源を切
るか、本機以外のトランスミッターからの赤外線
が届かない所へ移動する。
音が途中で止まる
 トランスミッターは、10 分間音声入力がなかっ
たり機器側の音量が小さかったりすると停止し
ます。トランスミッターにつないだ AV 機器の音
量を、ひずまない範囲でなるべく上げてくださ
い。
充電できない、CHG
（充電）ランプが点灯しない、ま
たは点滅する
 ヘッドホンの左右がトランスミッターに合って
いるか確認して、正しい位置にのせる。
 付属の充電式ニッケル水素電池を入れる。乾電池
や他の充電式電池を入れても充電されません。
 ヘッドホンをトランスミッターにのせて、しばら
く待っても CHG ランプが点灯しない場合は、充
電式電池の寿命と考えられます。ソニーの相談
窓口、またはお買い上げ店にお問い合わせのう
え、充電式電池 BP-HP550-11 をお取り寄せくだ
さい。

主な仕様

警告表示の意味

トランスミッター TMR-IF245R
変調方式
搬送波周波数

伝送周波数帯域

周波数変調
右チャンネル
左チャンネル

2.8 MHz
2.3 MHz

音声入力端子

10 Hz 〜 20,000 Hz
ピンジャック / ステレオミニジャッ

電源

DC 12 V（付属の AC アダプターを使

最大外形寸法
質量

ク

用）
約 140 mm × 60 mm × 105 mm
（幅 / 高さ / 奥行き）
約 200 g

取扱説明書及び製品では、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・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、
火災・感電などにより死亡や大けが
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

行為を指示する記号

ヘッドホン MDR-IF245R
伝送周波数帯域
電源
質量

付属の充電式ニッケル水素電池
または、別売の単 4 形乾電池
約 200 g
（付属の充電式ニッケル水素
電池含む）

行為を禁止する記号

同梱物

トランスミッター TMR-IF245R、ヘッドホン MDRIF245R、AC アダプター（1）、接続コード（約 1 m、ス
テレオミニプラグ× 1  ピンプラグ× 2）
（1）、充電
式ニッケル水素電池 BP-HP550-11（550 mAh min）
（1）、取扱説明書（1）、保証書（1）
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。

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
買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ
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サービスへ
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。修理をご依頼されるときは、ヘッドホン
やトランスミッタ―などの製品一式をお持ちくださ
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
当社ではコードレスステレオヘッドホンシステムの
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。

安全に関するお知らせ
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。

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 1 度は、AC 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 アダプターが破損し
ているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店また
はソニーサービス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 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−サ−ビス窓口に修
理を依頼する

乾電池について
 機器の表示に合わせて＋と−を正しく入れる。
 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。
 コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒
に携帯・保管しない。ショートさせない。
 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。
 指定された種類以外の電池は使用しない。
 液漏れした電池は使わない。
 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しない
ときも取りはずす。

10 Hz 〜 24,000 Hz
BP-HP550-11

 指定された種類以外の充電式電池は使用しない。
 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しない
ときも取りはずす。

お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にお持ち
になる際は、必ずヘッドホンとトランスミッターを
一緒にお持ちください。

火災・
発熱・発火・感電により
やけどや大けがの原因とな
下記の注意を守らないと、

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 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サー
ビス窓口にご相談ください。

この製品を海外で使用しない

AC 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。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れ
ない
感電の原因となります。

指定以外の AC アダプターを使わない

破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲
の汚損の原因となります。

けがを
したり周辺の家財に損害を与
下記の注意を守らないと、

えたりすることがあります。

ぬれた手で AC アダプターをさわらない

お願い

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子（金属部
分）にテープを貼るなどの処理をして、充電式電池リ
サイクル協力店にご持参ください。

乾電池が液漏れしたとき
乾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サービス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。
そのときに異常がなくても、液の化学変化により、
時間がたってから症状が出てくることもありま
す。

日本国内での充電式電池の廃棄につい
て
ニッケル水素電池は、リサイクルで
きます。不要になったニッケル水素
電池は、金属部にセロハンテープな
どの絶縁テープを貼って充電式電池
リサイクル協力店へお持ちくださ
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
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。

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、製品登録をおすすめしておりま
す。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

http://sony.jp/reg/hp/

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。

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。とくに、CD やデ
ジタルミュージックプレーヤーなど、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、ソニーサービス窓口に
ご相談ください。

通電中の AC 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 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。

電池についての
安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火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。
充電式電池について
 付属の充電式電池を他の機器に使用しない。この
電池は本機専用です。
 機器の表示に合わせて＋と−を正しく入れる。
 専用の充電器以外で充電しない。
 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。
 コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒
に携帯・保管しない。ショートさせない。
 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。

二次元コード読み取り機能で
ご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ
ソニーマーケティング（株）My Sony お客様窓口

www.sony.jp/msc/inquiry

