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テレビやブルーレイディスク／DVDプレーヤー、ゲーム機器をつなぐ

 テレビをつなぐ

HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 ブルーレイディスク／DVDプレーヤー、 
ゲーム機器をつなぐ

HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 テレビの光デジタル出力をつなぐ 
ARC*対応のテレビは接続不要です。

光デジタル音声ケーブル

 付属のACアダプターをつなぐ

ブルーレイディスク／DVDプレーヤー、ゲーム機器などを視聴するには
1 接続した全ての機器の電源を入れる。 2 本機の入力とテレビの入力を切り換える。

 本機の入力を視聴したい機器の接続先に切り換えてください。
 テレビの入力をHDMI1に切り換えてください。
 テレビの音声出力設定を、「テレビスピーカー」以外に設定してください。
 ブルーレイディスクレコーダー、PlayStation®3などの音声出力設定
を確認してください。裏面下部の「接続機器の音声出力設定について」
をご覧ください。

3 視聴したい機器で再生を始める。

 再生後、希望の音声フォーマットが出力されているか、テレビの画面
を見ながら本機のステータスを表示してご確認ください。詳しくはリ
ファレンスガイドをご覧ください。

 HDMI接続のときは、SACDやDVDオーディオディスクの音声は本機で
聞くことはできません。詳しくはリファレンスガイドをご覧ください。

4 ヘッドホンを装着し、音量を調節する。
 ヘッドホンを装着する、あるいは（電源）ボタンを約1秒
押すと電源が入ります。

1 本機とテレビの電源を入れる。 2 本機の入力を「TV」に切り換える。
 テレビの音声出力設定を「テレビスピーカー」以外に設定して 
ください。

3 視聴したいテレビ番組をテレビのリモコンで選択する。 4 ヘッドホンを装着し、音量を調節する。
 ヘッドホンを装着する、あるいは（電源）ボタンを 
約1秒押すと電源が入ります。

充電中
（赤点灯）

充電完了
（消灯）

マイクロUSBケーブル 
（付属）

1 付属のマイクロUSBケーブルで起動中のパソコンにつなぐ。
 付属のマイクロUSBケーブルはヘッドホンの充電専用です。 
（他のケーブルでは充電できない場合があります）
 ヘッドホンの充電を行うには、USB端子付きパソコン、もしくは、 

USB ACアダプターAC-UD20（別売）が必要です。

2 充電ランプが消灯したら、マイクロUSBケーブルをはずす。
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12時間*3

約30分*4 約2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

1ヘッドホンを充電する

3 接続する

Aタイプ

4 視聴する

テレビを視聴するには
※ ブルーレイディスク／DVDプレーヤー、ゲーム機器などを視聴している状態からは、「2」に進んでください。

プロセッサー
DP-HW700（後面）

マニュアルについて

クイックスタートガイド（本書）
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

リファレンスガイド（付属）
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

ヘルプガイド
本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガ
イドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりや
すく記載しています。
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/hw700ds/j/

二次元コード：

2 スイッチを切り換える

テレビやブルーレイディスク／DVDプレーヤー、 
ゲーム機器をつなぐ Aタイプ （下へ）

AVアンプを使って、テレビやブルーレイディスク／ 
DVDプレーヤー、ゲーム機器をつなぐ

テレビ
ブルーレイディスク／ 
DVDプレーヤー ゲーム機器

プロセッサー側面 MODE1 
（出荷時の設定）

※ 下記以外の機器（サウンドバーやHDMI端子がない機器）との接続については、ヘルプガイドをご覧ください。また、下記ホームページでも、さまざまな機器との接続方法や音声出力の設定などについてご紹介しています。 
http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-HW700DS/


映像
音声 テレビの音声



テレビの音声
（ARC*対応テレビの場合）

裏面の「5 使い終わったら」に続く

映像
音声

映像
音声

* ARC（オーディオリターンチャンネル）とは
 HDMIケーブルのみを使ってテレビの音声を本機や

AVアンプ（シアターラック）などに送る機能です。 
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

ヘッドホン
MDR-HW700

Bタイプ （裏面へ）

テレビ
ブルーレイディスク／ 
DVDプレーヤー ゲーム機器AVアンプ

プロセッサー側面 MODE2へ 
切り換える
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 本機とテレビをつなぐ

光デジタル音声ケーブル

 テレビとAVアンプをつなぐ

HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 本機とAVアンプをつなぐ

HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 ブルーレイディスク／DVDプレーヤー、 
ゲーム機器を本機につなぐ

HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 テレビの光デジタル出力をつなぐ 
テレビとAVアンプの両方がARC*対応の場合は
接続不要です。

光デジタル音声ケーブル
2本目は市販品をご購入ください。

 付属のACアダプターをつなぐ

AVアンプを使って、テレビやブルーレイディスク／DVDプレーヤー、ゲーム機器をつなぐ

3 接続する

Bタイプ

ブルーレイディスク／DVDプレーヤー、ゲーム機器を本機につなぐ場合（推奨）

ブルーレイディスク／DVDプレーヤー、ゲーム機器をAVアンプにつなぐ場合
ご注意

HDMI伝送では、信号を受信する側の機器が対応可能な映像／音声
フォーマットを示して、送信側がそれに応じたフォーマットで伝送
する仕組みのため、この場合はAVアンプが対応可能な音声フォー
マットのみが本機に伝送されます。そのため、本機で対応可能な種類
よりも音声フォーマットが制限される可能性があります。本機の能
力を最大限発揮できなくなることがありますのでご注意ください。

プロセッサー
DP-HW700（後面）

プロセッサー
DP-HW700（後面）

音場モードを切り換える 
（EFFECTボタン）
番組やコンテンツの内容に合わせて、好みの音場モードが選択でき
ます。映画館のような臨場感あふれる音場などを設定することがで
きます。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

プロセッサーのEFFECTボタンを繰り返し押す。
ヘッドホンのEFFECTボタンでも切り換えられます。

マトリクスデコーダーを切り換える 
（MATRIXボタン）
音場モードが「CINEMA」または「GAME」のときは、マトリクスデコー
ダーが選択できます。入力音声信号を最大9.1チャンネルに拡張するこ
とができます。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

プロセッサーのMATRIXボタンを繰り返し押す。

5 使い終わったら

4 視聴する
表面のタイプAの「4 視聴する」をご覧ください。

1 ヘッドホンの電源を切る。
ご注意
使い終わった後は、ヘッドホンの右側を傾けた状態で保管しないでください。
ヘッドホンの右側が傾いた状態にしておくと、オートパワーオン機能が働き、 
電源が切れない可能性があります。

電源オン 電源オフ

2 プロセッサーの（電源）ボタンを押す。
 ヘッドホンをはずすと約5秒後に電源が切れます。  プロセッサーがスタンバイ状態になります。

 テレビから機器の音声が出ます。
 テレビから自動的に音が出ない場合は、テレビの音声出力
設定を「テレビスピーカー」に設定してください。

ヒント
ヘッドホンの（電源）ボタンを約1秒押しても 
電源が切れます。
その場合、プロセッサーは自動的にスタンバイ状
態になります。（手順２の操作は不要です。）

※本機のHDMI入力端子に接続する機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）が、3台以下の場合におすすめの接続方法です。

映像
音声

テレビの音声


 テレビの音声

テレビの音声
（テレビとAVアンプの 
両方がARC*対応の場合）



映像
音声


映像
音声 テレビの音声


映像
音声

テレビの音声



映像
音声

映像
音声

映像
音声

映像
音声

HDMI機器を便利に使う
HDMI機器制御機能（“ブラビアリンク”*）に対応しているソニー製品をHDMIケーブルでつなぐと、下記
のように機器を連動操作できます。

ブルーレイディスクなど接続機器を楽しむ（ワンタッチプレイ）
接続機器を再生すると、テレビの電源が自動的に入り、本機はスタンバイ状態のまま、テレビから音声と
映像が出力されます。またCONTROL FOR HDMIスイッチが「MODE1」のときは、テレビの音声出力設
定が「テレビスピーカー」以外に設定されていれば、本機の電源が入って本機から機器の音声が出ます。

ご注意
テレビによっては、コンテンツの開始部分が出力されないことがあります。

テレビの音声を本機で楽しむ（システムオーディオコントロール） 
（CONTROL FOR HDMIスイッチが「MODE1」の場合に有効）
 テレビの音声出力設定が「テレビスピーカー」以外に設定されていれば、本機の電源を入れると本機か
らテレビの音声が出ます。

 本機をスタンバイにすると、テレビのスピーカーから音声が出ます。
 本機の電源が入っているときに、音声出力をテレビのスピーカーに切り換えると、本機から音が出なく
なります。
詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

テレビと本機、接続機器の電源を切る（電源オフ連動）
テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、本機と接続機器の電源も連動して切れ、本機はスタンバイ
状態になります。

テレビに連動して入力を切り換える（接続機器選択）
テレビの画面から本機につないだ接続機器を選ぶと、本機の入力は機器をつないでいるHDMI入力に切
り換わります。

* “ブラビアリンク”は、HDMI機器制御を搭載したソニーのテレビやブルーレイディスクレコーダー、AVアンプ
（シアターラック）などが対応しています。HDMI機器制御は、CEC（Consumer Electronics Control）で使用さ
れている、HDMI（High-Definition Multimedia Interface）のための相互制御機能の規格です。

* ARC（オーディオリターンチャンネル）とは
 HDMIケーブルのみを使ってテレビの音声を本機や

AVアンプ（シアターラック）などに送る機能です。 
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

接続機器の音声出力設定について
機器のデジタル音声出力を「ドルビーデジタル」や「DTS」、「AAC」
が出力されるように設定してください。他にもマルチチャンネル
音声を出力するための設定が必要な場合があります。詳しくは、 
機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
ソニー製機器の設定例*
 ブルーレイディスクプレーヤー：「 BD音声MIX設定」を「切」、「ド
ルビーデジタル/DTS」を「ビットストリーム」、「AAC」を「AAC」に
設定

 ブルーレイディスクレコーダー：「BD音声出力」を「ダイレクト」、
「ドルビーデジタル」を「ドルビーデジタル」、「DTS」を「DTS」、
「AAC」を「AAC」に設定
 PlayStation®3：本機の電源が入った状態で以下の設定を行う 
「ビデオ設定」の「BD/DVD音声出力フォーマット（HDMI）」を
「ビットストリーム」に設定 
「サウンド設定」の「音声出力設定」を「HDMI」、「自動」に設定
* 2013年6月現在。
さらに詳細な手順やその他の機器の設定については、ホームペー
ジの動画でもご紹介しています。
http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-HW700DS/


