下記の注意事項を守ら
ないと火災・感電に
より死亡や大けがの
原因となります。
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湿気やほこり、
油煙、
湯気の多い場所や、
直射日光のあたる場所には置かない
上記のような場所に置くと、
火災や感電の原因
となることがあります。特に風呂場などでは
絶対に使用しないでください。

ヘッドホンアンプ

内部に水や異物を入れない
本機の上に熱器具、
花瓶など液体が入っ
たものやローソクを置かない

使用上のご注意／主な仕様

火災や感電の危険をさけるために、
本機を水の
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、
本機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。本機の上に、
例えば火のついたローソクのような、
火炎源を
置かないでください。
万一、
水や異物が入ったときは、
すぐに本体の
電源ボタンを切り、
電源プラグをコンセントか
ら抜き、
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。

キャビネットを開けたり、
分解や改造を
しない
火災や感電、
けがの原因となることがありま
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、
ソニーサービス窓口
にご依頼ください。

雷が鳴りだしたら、
電源プラグに触れな
い
本機や電源プラグなどに触れると感電の原因
となります。

本機を日本国外で使わない
交流100Vの電源でお使いください。海外など、
異なる電源電圧の地域で使用すると、
火災・感
電の原因となります

風通しの悪い所に置いたり、
通風孔をふ
さいだりしない

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。
本書には、
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。本書と別冊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。

布をかけたり、
毛足の長いじゅうたんや布団の
上または機器を本箱や組み込み式キャビネッ
トのような通気が妨げられる狭いところに設
置しないで下さい。壁や家具に密接して置いて、
通風孔をふさぐなど、
自然放熱の妨げになるよ
うなことはしないでください。過熱して火災
や感電の原因となることがあります。

電源プラグは抜き差ししやすいコンセン
トに接続する
本機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、
本機の電源ス
イッチを切っただけでは、
完全に電源から切り
離せません。

TA-ZH1ES

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、
火災や感電の原因と
なります。
• 設置時に、
製品と壁や棚との間にはさみ込ん
だりしない。
• 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
• 重いものをのせたり、
引っ張ったりしない。
• 熱器具に近づけない。加熱しない。
• 移動させるときは、
電源プラグを抜く。
• 電源コードを抜くときは、
必ずプラグを持っ
て抜く。
万一、
電源コードが傷んだら、
お買い上げ店ま
たはソニーの相談窓口に交換をご依頼くださ
い。
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付属の説明書について
本機の説明書には以下の2種類があります。

使用上のご注意／主な仕様（本書）

使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

取扱説明書（別冊）

付属の電源コードについて

本機の使い方を説明しています。

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
設置時や1年に1度は、
電源コードに傷みがないか、
コンセ
ントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、
電源
プラグがしっかり差し込まれているか、
などを点検してく
ださい。

付属の電源コードは、
本機専用です。他の電気
機器では使用できません。

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。

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
 電源プラグをコンセントから抜く
 ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、
ソニーサービ
ス窓口に修理を依頼する

上に乗ったり、
座ったりしない
落ちてけがの原因となることがあります。また、
本機を傷める原因となります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない
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。

感電の原因となることがあります。

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。

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。
呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞
くことをおすすめします。

大音量で長時間つづけて聞かない

注意を促す記号

行為を禁止する記号

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、
キャビネットや電源コードなど
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
はソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

下記の注意事項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。

行為を指示する記号

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、
製
品が落下してけがの原因となることがありま
す。また、
置き場所、
取り付け場所の強度も充
分に確認してください。

コード類は正しく配置する
電源コードやAVケーブルは足にひっかけると
機器の落下や転倒などにより、
けがの原因とな
ることがあります。充分に注意して接続、
配置
してください。

移動させるとき、
長期間使わないときは、
電源プラグを抜く
長期間使用しないときは安全のため電源プラ
グをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、
漏電などにより火災の原因となることがあり
ます。

お手入れの際、
電源プラグを抜く
電源プラグ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。

設置上のご注意
本機の角でけがなどをしないように、
お気をつ
けください。

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使
用しない
清掃用や潤滑用などの可燃性ガスを本機に使
用すると、
モーターやスイッチの接点、
静電気
などの火花、
高温部品が原因で引火し、
爆発や
火災が発生するおそれがあります。

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。

電池は乳幼児の手の届かない所に置く
電池は飲み込むと、
窒息や胃などへの障害の原
因となることがあります。
万一、
飲み込んだときは、
ただちに医師に相談
してください。

電池を火の中に入れない、
加熱・分解・
改造・充電しない、
水でぬらさない、
火の
そばや直射日光のあたるところなど高温
の場所で使用・保管・放置しない
破裂したり、
液が漏れたりして、
けがややけど
の原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない、
新しい電池
と使用した電池または種類の違う電池
を混ぜて使わない
電池の性能の違いにより、
破裂したり、
液が漏
れたりして、
けがややけどの原因となることが
あります。

＋と－の向きを正しく入れる
＋と－を逆に入れると、
ショートして電池が発
熱や破裂をしたり、
液が漏れたりして、
けがや
やけどの原因となることがあります。
機器の表示に合わせて、
正しく入れてください。

使い切ったときや、
長時間使用しないと
きは、
電池を取り出す
電池を入れたままにしておくと、
過放電により
液が漏れ、
けがややけどの原因となることがあ
ります。

電池の液が漏れたときは
素手で液をさわらない
電池の液が目に入ったり、
身体や衣服につくと、
失明やけが、
皮膚の炎症の原因となることがあ
ります。液の化学変化により、
数時間たってか
ら症状が現れることもあります。

必ず次の処理をする
• 液が目に入ったときは、
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は、
すぐにきれ
いな水で充分洗い流してください。皮膚の
炎症やけがの症状があるときは、
医師に相談
してください。

使用上のご注意

主な仕様

機種名とシリアルナンバーを確認するには

ヘッドホンアンプ部

本機の機種名とシリアルナンバーは、
本体の底面にある機
銘板に表示してあります。

PHONES（ヘッドホン）
部

設置場所について
次のような場所には置かないでください。
• ぐらついた台の上や不安定な所。
• 毛足の長いじゅうたんや布団の上。
• 湿気の多い所、
風通しの悪い所。
• ほこりの多い所。
• 特殊な塗装、
ワックス、
油脂、
溶剤などが塗られている床
に本機を置くと、
床に変色、
染みなどが残る場合があり
ます。
• 直射日光が当たる所、
温度が高い所。
• 極端に寒い所。
• チューナーやテレビ、
ビデオデッキといっしょに使用す
るとき、
雑音が入ったり、
映像が乱れたりすることがあ
ります。このような場合は、
本体をそれらの機器から離
して設置してください。
• 電子レンジや大きなスピーカーなど、
強力な磁気を発す
るものの近く。

お手入れについて
キャビネットやパネル面の汚れは、
中性洗剤溶液を少し含
ませた柔らかい布などで拭いてください。
シンナー、
ベンジン、
アルコールなどは表面を傷めるので、
使わないでください。

ヘッドホンでのご使用にあたって
• 大音量で長時間聞かない。
• 大きな音で長時間続けて聞くと、
聴力に悪い影響があり
ます。特にヘッドホンで聴くときにご注意ください。
• はじめからボリュームを上げない。突然、
大きな音が出
て、
耳を傷めることがあります。ボリュームは、
徐々に
上げましょう。
• デジタル音源はレコードと比べ、
非常に雑音が少なく
なっています。レコードをかけるときのように音声の
入っていない部分の雑音を聞きながら、
音量を調整する
と、
思わぬ大きな音が出て、
耳を傷めることがあります。
演奏を始める前には、
音量を必ず小さくしておきましょ
う。
• 空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じる事
がありますが、
これはヘッドホンの故障ではなく人体に
蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しに
くい天然素材の衣服を身に着けて頂く事により影響が
軽減されます。

使用中の本体の温度上昇について
使用中、
本体の温度が上昇しますが、
故障ではありません。
特に、
大音量で鳴らし続けると、
本体キャビネットの天板
や側板、
底板は熱くなります。このようなときは、
キャビ
ネットに触れないようにしてください。火傷などのけが
の原因になります。
また、
密閉した場所に置いて使用しないでください。温度
上昇を防ぐため、
風通しのよい所でお使いください。

定格出力
BALANCED：1200 mW + 1200 mW（32 Ω, 1%歪）
周波数特性
BALANCED：4 Hz - 80 kHz（-3 dB、D.C.PHASE
LINEARIZER OFF）
再生周波数範囲
BALANCED：4 Hz - 200 kHz（D.C.PHASE LINEARIZER
OFF）
対応インピーダンス
8 Ω - 600 Ω

入力端子部
USB-B端子部

商標について
• ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、
ソ
ニー株式会社の登録商標です。
• Xperia™およびXperia™ Tabletは、Sony Mobile
Communications ABの商標です。
• Macintosh、Mac OSは、
米国および他の国々で登録さ
れたApple Inc.の商標です。
• Windows、Windowsロゴ、Windows Mediaは、
Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ
る商標あるいは登録商標です。
• 本機はMicrosoft Corporationの知的所有権により保護
されています。Microsoft またはその認可された子会
社の許可なしにこの製品に関わる技術を使用、
販売する
ことは禁止されています。
• その他、
本書で登場するシステム名、
製品名、
サービス名
は、
一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、
本文中では®、™マークは明記していません。

対応フォーマット
PCM 2ch：44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/
705.6/768 kHz（16/24/32 bit）
DSD 2ch：2.8/5.6/11.2/22.4 MHz（1 bit）
WALKMAN端子部
（ウォークマン®/Xperia™接続用）
対応フォーマット
PCM 2ch：44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/
384 kHz（16/24/32 bit）
DSD 2ch：2.8/5.6/11.2 MHz（1 bit）
COAX（同軸デジタル）
入力端子部
入力インピーダンス
75 Ω
対応フォーマット
PCM 2ch：32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
（16/24 bit）
OPT（光デジタル）
入力端子部
対応フォーマット
PCM 2ch：32/44.1/48/88.2/96 kHz（16/24 bit）
LINE（アナログ音声）
入力端子部
最大入力電圧
2 Vrms
入力インピーダンス
50 kΩ

プリアウト部
PRE OUT（アナログ音声出力）
端子部
出力電圧
2 Vrms（Fixed）
出力インピーダンス
100 Ω

その他
電源
100 V、50/60 Hz
消費電力
30 W
待機電力
0.3 W
最大外形寸法
（幅×高さ×奥行き、
最大突起部含む）
約210 mm × 65 mm × 314 mm
質量
約4.4 kg
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。

型名：TA-ZH1ES

