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重要な安全情報

重要な安全情報
▷ 製品をお使いになる前に、本取扱説明書をよくお読みくだ
さい。

▷ 製品を第三者に渡す場合は、必ず本取扱説明書も一緒に渡してく
ださい。

▷ 明らかな故障がある場合や、大音量の異常な雑音 ( ヒュー音や
ピュー音 ) がある場合は、製品を使用しないでください。

▷ 製品は、ワイヤレス Bluetooth 伝送が許可されている環境でのみ
お使いください。
健康被害と事故を防止するために

▷ 大音量での使用は避けてください。聴覚被害を防止するた
めに、ヘッドフォンを大音量で長時間使用しないでくださ
い。Sennheiser のヘッドフォンは、低・中音量レベルで
も特に優れた音質を再現します。

▷ 本製品は、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器
（ICD）
、およびその他のインプラントの障害につながる可
能性のある、非常に強力な永久磁場を発生します。磁石を
含む製品コンポーネント ( イヤフォンと充電ボックス ) はペース
メーカー、埋め込み式除細動器、または他のインプラントから常
に少なくとも 10cm 以上離してご使用ください。

▷ 事故を防ぐため、製品、梱包、アクセサリーの部品は子供やペッ
トの手が届かないところに保管してください。飲み込むと窒息す
る危険性があります。

▷ 道路を歩く場合や手作業の際など、周辺環境に特別な注意が必要
な場合は、製品を使用しないでください。特に製品のアクティブ
ノイズキャンセリングは周囲の雑音を聞こえないようにしたり、
警告信号の音響を大きく変化させることがあります。
製品の破損と故障を防止するために

▷ 錆や変形を防止するために、製品は常に乾燥した状態に保ち、著
しく低温または高温な場所には置かないでください。ドライヤや
暖房などで熱くならないように注意してください。また、長時間
直射日光に当てないでください。通常動作温度は 0 〜 40 ℃です。

▷ 大音量の異常な雑音 ( ヒュー音やピュー音 ) を抑え正常なノイズ
キャンセリングを確保するため、耳介の外側にあるアクティブノ
イズキャンセリングのマイクロフォン開口部を塞がないでくださ
い。

▷ 納入されている付属機器 / アクセサリ / 交換部品、または
Sennheiser が推奨する付属機器 / アクセサリ / 交換部品のみ使用
してください。

▷ 製品の掃除には、柔らかい、乾いた布だけを使用してください。
皮革部分のお手入れ

▷ 皮革部分は定期的に清潔で柔らかい、水で湿らせた布で拭いてく
ださい。

▷ 革磨き、洗剤、刺激の強い石鹸を皮革部分のお手入れに使わない
でください。

▷ ヘッドホンを湿度の高い環境に保管しないでください。
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重要な安全情報

リチウムポリマー電池の安全に関する注意事項
警告
不正な使用や不適切な使用は、電池の液漏れを引き起こす
可能性があります。極端な場合は、以下を招くおそれがあ
ります。
• 発熱
• 発火
• 爆発
• 煙やガスの発生

Sennheiser が推奨する充電式電池および
それに適した充電器のみをお使いください。
本製品 / 電池は 0 〜 40 ℃ の周囲温度でのみ充電してく
ださい。
本製品 / 電池の温度は 60 ℃ を超えないようにしてくだ
さい。本製品 / 電池を日の当たる場所に置いたり、火中
に投じたりしないでください。
本製品 / 電池は長期間使用しない場合でも定期的に充電
してください ( 約 3 か月ごと )。
使用後は、電池で電力供給される製品のスイッチを切っ
てください。
故障した製品は、内蔵電池を含めて、収集所に廃棄する
か、または専門業者までお持ちください。

データと収集と処理およびファームウェアのアップデートに関する注
意事項
本製品は、ペアリングされた機器の音量、Bluetooth アドレスなどの
個別の設定を保存します。これらのデータは製品を使用するために必
要なもので、Sennheiser または Sennheiser が委託した業者によって
送信・処理されることはありません。
本製品は、Sennheiser または Sennheiser から委託された企業に転
送、保存、およびそこで処理されるアプリ “Sennheiser Smart
Control” を介して暗号化され、匿名化された使用データ ( 音楽再生、
ANC プログラム、EQ 設定など ) を収集します。データは機能の提供
と維持、および製品改善の目的で統計的特性を得るために処理されま
す。決して特定の人物との関係を確立するものではございません。こ
れらのデータの転送・処理を希望されない場合は、アプリメニューの
「Privacy」項目の設定から使用を無効にしてください。
本製品のファームウェアは、インターネット接続を経由してアプリ
「Sennheiser Smart Control」で無料で更新できます。アプリがイン
ストールされている機器がインターネットに接続されると、以下の
データが Sennheiser サーバーに自動的に転送・処理され、適切な
ファームウェアのアップデートが準備され、送信可能になります。
ハードウェア ID、ハードウェアリビジョン番号、製品のファーム
ウェアバージョン、ならびに OS ( アンドロイド、iOS) のバージョン
およびアプリのバージョン。これらデータは指定の使用にのみ使用さ
れ、恒久的に保管されることはありません。これらのデータの転送・
処理を希望されない場合は、インターネットに接続しないでくださ
い。

MOMENTUM Wireless M3AEBTXL | 3

重要な安全情報

規定に沿った使用 / 賠償責任
このヘッドフォンは、Bluetooth 無線通信技術を通じての音楽再生お
よび電話などの無線オーディオコミュニケーション用の Bluetooth 対
応機器用のアクセサリーとして考案されています。
本製品は、付属する製品取扱説明書に記載された以外の使い方をしな
いでください。
製品やオプション機器・アクセサリーの不正な使用や不適切な使用に
起因する損害に対して、Sennheiser は何の責任も負いません。
Sennheiser は、USB 規格に一致しない USB 機器の損傷には責任を負
いません。
Sennheiser は、消耗または老朽化したバッテリー、または Bluetooth
送信エリア外による接続遮断に起因する損傷には責任を負いません。
製品を使用を開始する前に、各国特有の規制に注意してください。
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同梱されているもの

同梱されているもの
アラウンドイヤーヘッドホン MOMENTUM Wireless
M3AEBTXL

USB-C コネクタ付き USB ケーブル
約 1.2 m

USB アダプター
USB-C から USB-A コネクタへ
オーディオアナログケーブル (3.5 mm ジャックプラグ
)
約 1.4 m

保管ケース

クイックガイド

安全に関する注意事項

オンラインでご覧ください。
• 詳細な本取扱説明書およびその他の情報 (www.sennheiser.com/
download)
• ヘッドフォンのセットアップおよびその他の機能用
Sennheiser
Smart Control アプリ (www.sennheiser.com/smartcontrol)
アクセサリーの一覧については、当社ウェブサイト
www.sennheiser.com で OMENTUM Wireless の製品ページを
ご覧ください。最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせく
ださい：www.sennheiser.com > “Service & Support”（「サービ
スとサポート」）。
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製品概要

製品概要
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羊皮ヘッドバンド
LED 表示
アクティブノイズキャンセリング ANC スイッチ
オフ、オン、Transparent Hearing モード
NFC アンテナ
音量ボタン + 上げる
音楽および通話用多機能ボタン
音量ボタン - 下げる
アクティブノイズキャンセリング ANC 用外部マイク
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製品概要

音声アシスタントボタン：
5 秒間押し続けると Bluetooth の接続モードがアクティブに
なります（ペアリング）
USB-C 用入力、
充電および音楽再生 / データ接続用
オーディオケーブル用入力、
ケーブルが接続されているときは機内モード有効 /
Bluetooth オフになります
アクティブノイズキャンセリング ANC 用内部マイク付きイ
ヤーカップ、無段階調整可能
羊皮イヤークッション
オンオフ機能付き折り畳み式イヤーカップ
電話用マイク
LED 表示の概要
ヘッドフォンの状態：

LED

緑色に約 2 秒間
... 電源がオン
点灯
青色に約 2 秒間 ... Bluetooth 経由で機器と接続されてい
点灯
ます
赤色に約 2 秒間 ... Bluetooth 経由で機器と接続されてい
点灯
ない、または接続が中断されました
約 5 分間赤色
と青色に点滅

... Bluetooth ペアリングモードです

緑色に点滅

... 着信を知らせています

赤色に素早く点
... 電池の残量がほとんどありません
滅
赤色に 3 回点滅 ... 電源がオフ
赤色のパルス

... 充電中です ( 非常に充電が少ない場合
)

黄色のパルス

... 充電中です

緑色に点灯

... 完全に充電されました

赤色に点滅

充電 / バッテリーエラーが発生しまし
た (> 33)

充電の時に LED 表示がすぐに点灯しない場合は、充電コネク
ターを清掃してから、LED 表示が再点灯するまでヘッドフォン
の充電を続けてください (> 11)。
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製品概要

音声メッセージについての注記
ヘッドホンからいろいろな機能について音声メッセージが出ます（以
下の例をご覧ください）。Smart Control アプリ経由で、音声メッセー
ジの言語の変更、音声メッセージと通知音間の選択、または少数の例
外を除いて（電池切れの通知など）ステータスメッセージをオフにす
ることができます。
音声メッセージ
“Power on”
(「オン」)

意味 / ヘッドホン

“Power off”
(「オフ」)

オフの場合

“Device (1) (2) connected”
(「デバイス (1) (2) が接続」)

デバイス 1 か 2 が接続されました

“No connection”
(「接続がありません」)

Bluetooth 経由で接続されていませ
ん

“Pairing”
(「ペアリング」)

Bluetooth 接続モード ( ペアリング )
です

“Pairing successful” (「ペア
リング成功」)

Bluetooth ペアリングに成功しまし
た

オンの場合

“No device found”
どのペアリングするデバイスにも接
(「デバイスが見つからない」 続できません
)
“Volume min”
(「最小音量」)

音量を最小に設定

“Volume max”
(「最大音量」)

音量を最大に設定

“Call rejected”
(「通話拒否」)

発信した通話が拒否されました

“Call ended”
(「通話終了」)

通話が終了しました

“Mute on”
(「ミュートオン」)

マイクがミュートにされますが、通
話そのものは保持されます

“Mute off”
(「ミュートオフ」)

マイクが再び起動します

“More than xx % battery left” 電池は指示された充電状態です
(「 xx % を超える充電残量」)
“Recharge headset”
(「ヘッドセットを充電」)

電池が空です。ヘッドフォンを充電
してください。

振動メッセージについての注記
ヘッドフォンは以下の機能に対して振動メッセージを出力します。
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製品概要

イベント

コメント

着信

ヘッドホンを装着していないときに
だけ振動します

TILE アプリ経由の発見

TILE アプリを使って、登録した
MOMENTUM 3 が近くにある場合、
それを振動させて見つけることがで
きます (> 28)。
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最初のステップ

最初のステップ
1. 電池を充電する
出荷時にはヘッドフォンの電池は満充電にはなっていません。最初の
使用前に、バッテリーが満量になるまで継続的に充電してください (>
11)。

USB-C

USB-C

2. お使いのスマートフォン用の Smart Control ア
プリのインストール
Sennheiser Smart Control アプリを用いると、ヘッドフォンのすべて
の機能と設定を利用でき、例えばイコライザーによりサウンドをお好
みの通りに調整できます (> 16)。

“Sennheiser Smart Control”

3. ヘッドフォンを Bluetooth 機器に接続する
ヘッドフォンを Bluetooth でお使いのスマートフォンと接続します (>
12)。

Hold

5s

4. ヘッドフォンの装着とヘッドバンドの調整
優れた音質と快適な装着感のために、ヘッドホンを頭の大きさに合わ
せて調整します (> 20)。
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ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンを使用する
電池と充電方法に関する情報
ヘッドフォンには電池が内蔵されています。完全に充電するには約 3
時間かかります。約 10 分間充電すると、ヘッドフォンで 1.5 時間再
生できます。初めて使用する前には、ヘッドフォンを満充電になるま
で継続的に充電します。
ヘッドフォンを充電している間は、LED 表示が点灯します (> 7)。
バッテリーの残量が危険なレベルまで低下すると、音声メッセージが
ヘッドフォンを充電するよう “Recharge headset” (「ヘッドフォンを
充電してください」) と促します。
Sennheiser では、ヘッドフォンの充電には同梱の USB-C ケーブルと
互換性のある市販の USB-C 電源アダプターを使用することを推奨し
ています。
ヘッドフォンを充電している間も、音楽を聴いたり電話をかけたりす
ることができます。ただし、この場合充電時間は長くなることがあり
ます。

ヘッドフォンの電池を充電する

Pulsing

3 HRS

1
USB-C
2
USB-C

USB-C

USB-C

USB Micro-B

USB-A

1. USB ケーブルの USB-C コネクタをヘッドフォンの USB-C ポート
に挿入します。
2. もう片方のUSB-C コネクタを USB 電源アダプターの該当するポー
トに挿入します (* 納入品には含まれません )。USB 電源アダプター
が送電網に接続されていることを確認してください。
ヘッドフォンの充電が始まります。LED 表示が状態を表示します。
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ヘッドフォンを使用する

意味

LED
赤色のパルス

電池を充電中 ( 非常に充電が少ない場合
)

黄色のパルス

電池を充電中

緑色に点灯

電池が完全に充電されました

赤色に点滅

充電 / バッテリーエラーが発生しまし
た (> 33)

USB-C ポートのある電源を利用できないときは、USB-A ポート
に接続するためのアダプタを使用してください（同梱）。

ヘッドフォンを Bluetooth 機器に接続する
Bluletooth 無線通信を使用するため、一度双方の機器 ( ヘッドフォン
と例えばスマートフォン ) を登録してください。このプロセスはペア
リングと呼ばれます。
Bluetooth 機器に NFC（近距離無線通信）による自動接続機能がある
ときは、自動的に接続されます。
Bluetooth 機器に NFC による自動接続機能がないときは、接続のため
の機器設定を行ってください。
操作が指定のステップとは異なる場合、お使いの Bluetooth 機器の取
扱説明書もご参照ください。
ヘッドフォンを初めてオンにすると、自動的にペアリングモー
ドに切り替わります。

Bluetooth 無線通信に関する情報
ヘッドフォンは標準の Bluetooth 5.0 と互換性があります。
お使いのオーディオソースが以下の高解像度オーディオコーディング
処理をサポートしていれば、音楽は自動的に高品質で再生されます
（aptX、aptX LL、AAC）。それ以外の場合は、ヘッドフォンは音楽を
通常の音質 (SBC) で再生します。
ペアリングされた機器は、電源をオンにすると、直ちに Bluetooth 無
線通信が確立され、使用することができます。
電源を入れるとヘッドフォンは自動的に、最後に使用した 2 台の
Bluetooth 装置への接続を試みます。ヘッドフォンはペアリングした
Bluetooth 機器の接続プロファイルを最大 8 台まで保存することがで
きます。
ヘッドフォンを 9 台目の Bluetooth 機器にペアリングすると、最も使
用頻度の低い Bluetooth 機器について保存されている接続プロファイ
ルが上書きされます。この Bluetooth 機器について再度接続を確立し
ようとする場合、ヘッドフォンを再度ペアリングする必要がありま
す。
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ヘッドフォンを使用する

ペアリングされ、接続された Bluetooth 機器

ペアリングされた Bluetooth 機器 ( 現在接続なし )
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ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンを NFC により Bluetooth 機器
とペアリングする
1. Bluetooth 機器 の NFC 機能を作動させてください。
2. ヘッドホンをオンにしてください (> 17).
3. Bluetooth 機器を右側のイヤーカップの NFC アンテナから 3cm 以
内に保持してください。
“Pairing” という音声メッセージが聞こえ、LED 表示が青色と赤色
に点滅します。.
4. Bluetooth ペアリングの確認を Bluetooth 機器のディスプレイで求
め ら れ た と き は、
「は い」を ク リ ッ ク し ま す（こ の ス テ ッ プ は
Bluetooth 機器により異なることがあります）。
ペ ア リ ン グ に 成 功 す る と “Pairing successful” と “Device (1)
connected”(「デバイス (1) と接続しました」) の音声メッセージが
聞こえます。LED 表示が 2 秒間青色に点灯します。
1

2
OFF

ON

ON

Click

ON

3

4
Pairing

Connected
“Pairing“

2s

“Pairing
successful“
“Device (1)
connected“

MOMENTUM
3
ON

< 3 cm
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ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンを Bluetooth 機器とペアリン
グする
1. ヘッドフォンの電源を入れ (> 17) Bluetooth 機器の近く ( 最大で 20
cm) に持っていきます。
2. 音声アシスタントボタンを押して、音声メッセージ “Pairing” (「ペ
アリング」) が聞こえるまで 5 秒間ほど押し続けます。
LED 表示が青色と赤色に点滅します。ヘッドホンは接続モードで
す。
3. Bluetooth 機器の Bluetooth を作動させてください。
4. お使いの Bluetooth 機器のメニューで Bluetooth 機器の検索を有効
にしてください。
Bluetooth 機器の近くにあるすべての有効な Bluetooth 機器が表示
されます。
5. 検出された Bluetooth 機器 から “MOMENTUM 3” を選択してくだ
さい。必要な場合は、PIN コード「0000」を入力します。
ペ ア リ ン グ に 成 功 す る と “Pairing successful” と “Device (1)
connected”(「デバイス (1) と接続しました」) の音声メッセージが
聞こえます。LED 表示が 2 秒間青色に点灯します。
1
OFF

ON
Click

< 20 cm
2

Pairing

3

4

5

“Pairing“
Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

*** MOMENTUM 3
*** MOMENTUM 3
Keyword: 0000

Menu
Add Device

Connected
2s
Hold

5s

“Pairing
successful“
“Device (1)
connected“

5 分以内に接続が確立できない場合スタンバイモードに切り替
わります。場合により前記の手順を繰り返します。

MOMENTUM Wireless M3AEBTXL | 15

ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンと Bluetooth 機器の接続を切
る
▷ お使いの Bluetooth 機器のメニューでヘッドフォンへの接続を切って
ください。

ヘ ッ ド フ ォ ン は Bluetooth 機 器 か ら 切 断 さ れ ま す。「Device (1)
disconnected」(「デバイス (1) が切断されました」
) という音声メッセージが聞こえます。ヘッドフォンはスタンバイ
モードに切り替わります。
ヘッドフォンの Bluetooth 機器リストの消去について > 34.

Smart Control アプリをインストールする
ヘッドフォンの設定と機能を完全に使用できるためには、無料の
Sennheiser Smart Control アプリがスマートフォンに必要です。
アプリを Apple AppStore または Google Play からダウンロードし、
お使いのスマートフォンにインストールしてください。別の方法とし
て、お使いのスマートフォンで以下の QR コードをスキャン、または
以下のインターネットサイトで呼び出すことができます。
www.sennheiser.com/smartcontrol

▷ お使いのスマートフォンを Bluetooth 無線通信を経由してヘッド
フォンと接続してください (> 12).

▷ Smart Control アプリを起動します。
Smart Control アプリはヘッドフォンを検知し、すべての使用可能
な設定と機能を有効にします。^

ヘッドフォンのその他の機能にはそれぞれのメーカーのアプリ
が必要です :
• TILE アプリ (> 28)
• Amazon Alexa アプリ (> 27)
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ヘッドホンをオンにする
警告
大音量による危険 !
大音量で長時間聴くと、恒常的な聴覚障害につながる可能
性があります。

▷ ヘッドフォンを装着する前に、音量を下げてください (>
21)。

▷ 恒常的に大音量で聞かないでください。
警告
開く際に挟む危険！
イヤーカップを開く際に、ジョイント部で挟み、怪我をす
ることがあります。

▷ イヤーカップを開くときには挟まれないようにジョイ
ント部から十分に離れたところを持ってください。

▷ 両方のイヤーカップ（右と左）を互いに開きます。
ジョイント部が軽く噛み合います。ヘッドホンがオンになりま
す。”Power on”(「電源オン」) という音声メッセージが聞こえ、LED
表示が 2 秒間緑色に点灯します。
ペアリング済みの Bluetooth 機器が無線通信エリアにある場合、音
声メッセージ “Device (1) connected”(「デバイス (1) と接続しまし
た」) が聞こえます。LED 表示が 2 秒間青色に点灯します。
OFF

ON
Click

Power on

Connected

“Device (1)
connected“

No connection

“No device
found“

2s

2s

“Power on“
2s

ヘッドフォンをオンにするときは、お持ちの Bluetooth 機器が
すでに動作していることを確認してください。
Bluetooth が起動していて、ヘッドフォンにペアリングされた
Bluetooth 機器が数分間見つからない場合、”No device found”(
「デバイスが見つかりません」) という音声メッセージが聞こえ
ます。LED 表示が 2 秒間赤色に点灯します。ヘッドフォンはス
タンバイモードに切り替わります。
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電源をオンにしないでヘッドフォンを開く
▷ ミュートボタンを押したままイヤーカップを開き、さらに 4 秒間以
上押し続けます。
ヘッドホンはオフのままです。“Power off”(「パワーオフ」) という
音声メッセージが出ます。LED 表示が 2 秒間赤色に点灯します。
ヘッドフォンをもう一度オンにするには：

▷ 両方のイヤーカップを折り畳み、それから開きます。
正常にヘッドフォンがオンになります (> 17)。

OFF

Click

2s

Hold

4s

“Power off“

Bluetooth 無線通信せずにヘッドフォンを
オンにする（機内モード）
▷ 音声アシスタントボタンを押したままイヤーカップを開き、さら
に 4 秒間以上押し続けます。
Bluetooth 無線通信せずにヘッドフォンがオンになります。“Power
on”（
「パワーオン」）および “No connection”.（「接続なし」）とい
う音声メッセージが聞こえます。LED 表示が 2 秒間緑色に、それか
ら 2 秒間赤色に点灯します。

ON

OFF

Click

2s

2s

Hold

4s

“Power on“
“No connection“

アナログのオーディオケーブルをヘッドフォンに接続している
ときも、同様に機内モード (Bluetooth 無線通信オフ）になりま
す（> 29）。
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ヘッドホンをオフにする
▷ 左のイヤーカップを折り畳み、それから右のイヤーカップをジョ
インントの軽い抵抗を感じながら折り畳みます。
“Power off” (「電源オフ」) という音声メッセージが聞こえ、LED
表示が 3 回赤色に点滅します。ヘッドホンがオフになります。
OFF
“Power off“

3x

1
2

ヘッドフォンを頭から外して肩に置くと、ヘッドフォンは電流
を節約するためスタンバイモードになります。ヘッドフォンを
また装着するとスタンバイモードは無効になります。

ヘッドフォンはオフにした状態のとき強い磁石から 10ｃｍ 以上
離してください。場合によっては勝手にオンになることがあり
ます。
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ヘッドフォンの装着とヘッドバンドの調整
優れた音質と快適な装着感のために、ヘッドホンを頭の大きさに合わ
せて調整します。

▷ ヘッドバンド が頭の中央に来るようにヘッドホンを装着します。
右側 R と左側 L のマークはヘッドフォンユニットに付いています。

▷ イヤーカップをヘッドバンドのレールに沿って次のよう ｎ なるま
で上下に滑らせます：
– イヤークッションが耳を快適に覆うように調整します。
– 耳に均等な圧力が感じられるようにします。
– ヘッドバンドを頭の上に載せます。
適切な音質とアクティブノイズキャンセリングANCのため、イヤー
クッションは耳を完全に覆っていなくてはなりません。

電池の充電レベルを問い合わせる
ヘッドフォンが Bluetooth 機器と接続されていれば、電池の充電レベ
ルをお使いのスマートフォンまたは機器のディスプレイに表示するこ
とができます（使用する機器およびオペレーティングシステムにより
ます）。
Smart Control アプリでもヘッドフォンの電池の充電レベルを表示す
ることができます。
ヘッドフォンでも電池の充電レベルを音声メッセージで知ることがで
きます（電話中はできません）。

▷ 多機能ボタンを 2 秒間押し続けます。
音声メッセージ
“Recharge headset” (
「ヘッドセットを充電して
ください」)

意味
電池が空です。バッテリーを充電して
ください (> 11)。
さらに LED 表示が赤色に点滅します。

“More than xx % battery
バッテリー残量をパーセントで表示し
left”(「xx パーセントを越 ます。
えるバッテリーが残ってい
ます」)

Hold

"recharge
headset"

2s
„More than xx %
battery left“
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音量を調節する
警告
大音量による危険 !
大音量で長時間聴くと、恒常的な聴覚障害につながる可能
性があります。オーディオソースを切り替える際に、恒常
的な聴覚障害を招きかねない極度に大きな音響が発生す
ることがあります。

▷ ヘッドフォンを装着してオーディオソースを切り替え
るときは、その前に音量を下げてください。

▷ 恒常的に大音量で聞かないでください。
音楽の再生音量と電話の通話音量を設定できます。

▷ 音楽を聴いたり電話をかける際は：音量ボタン + または - を押し
て、再生音量を調整します。
最大音量または最小音量に達すると、音声メッセージ “Volume max”
(「最大音量」) または “Volume min” (「最小音量」) が聞こえます。

„Volume max“

„Volume min“

接続された Bluetooth 機器経由でも音量の調整ができます。

アクティブノイズキャンセリング ANC に関
する情報
ヘッドフォンは密閉型のため周りの雑音の受動的な遮断を効果的に行
うことができます。
それに加えてこのヘッドフォンは能動的ノイズキャンセリング機能
“ANC” を備えており、周りの雑音を最小限に減らすことができます。
ANC が動作中でもヘッドフォンの音質は常に最適です。
ヘッドフォンとオーディオソースを USB ケーブルまたはオーディオ
ケーブルで接続しているとき、ANC を動作させることも停止するこ
ともできます（バッテリーが十分に充電されているものとします）。
喧しい環境で静かな空間を得たいとき、ANC を利用して、接続した
ケーブルやすべての Bluetooth 機器を切り離さずに、ヘッドフォンを
単純に防音装置として使うことができます (> 18)。
Smart Control アプリを用いていろいろな ANC モードを選択でき、
これによって使い方の状況に応じた最適な設定が可能なります。たと
えば低周波の妨害音を小さくする、風の雑音を軽減する、また場合に
よって現れる耳への圧迫感を抑えることができます。
アクティブノイズキャンセリングについての説明
• エンジン音やファンの風切り音など、一定したノイズは特に良好に
抑えることができます。
• 言葉や高周波の雑音は大幅に減少しますが、はっきりと聞きとれる
ことがあります。
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• 非常に静かな環境ではわずかに雑音が聞こえます。このような場合
は ANC をオフにしてください。
• 不快な雑音 ( ヒュー音やピー音 ) が発生したら、ヘッドフォンを外
してから再び装着してください。耳介の正しく耳を塞ぐ位置になる
よう注意してください。
• 大音量の異常な雑音 ( ヒュー音やピュー音 ) を抑え正常なノイズ
キャンセリングを保証するため、耳介の外側にあるアクティブノイ
ズキャンセリングのマイクロフォン開口部を塞がないでください。

アクティブノイズキャンセリング ANC をオ
ンまたはオフにする
▷ ANC スイッチを中央位置に動かしてアクティブノイズキャンセリ
ング ANC をオンにします。
Smart Control アプリの ANC モードは有効に設定されています (>
22)。

▷ ANC スイッチを上方の位置に動かすとアクティブノイズキャンセ
リング ANC はオフになります。
ヘッドフォンを頭から外すと、電流を節約するため ANC は自
動的に休止します。

ON

OFF

アクティブノイズキャンセリング (ANC) を
設定する
すべての ANC 設定および機能を完全に活用するためには、Smart
Control アプリが必要です (> 16)。

▷ Smart Control アプリで希望する ANC モードを選択してください。
ANC モード
“Max” *（「最
大」）
“Anti Wind”
（「風の音低減」）
“Anti Pressure”
（「圧迫感低減」）

低周波の暗騒音および妨害音 使用するイヤーカップ
内の ANC マイク
の低減
最大の低減

耳と外部に向く

用途
飛行機 / 道路交通のような喧
しい環境

妨害するような風または衣擦 耳の方へ向く
れ雑音を無くす軽度の低減

戸外と移動中

耳への圧迫感を無くす快適な 外部へ向く
低減

家の中またはホテルで
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* 標準設定

周囲の音または会話の聞き取り Transparent Hearing を有効 / 無効にする
Transparent Hearing にするとノイズキャンセリング ANC が動作し
ていても妨げられずに周囲の音を聞いたり会話ができたりします。例
えば鉄道または飛行機内のアナウンスを聞いたり、短い会話を交わし
たりできます。

▷ Transparent Hearing を有効にするにはANCスイッチを下の位置に
押し下げてから離します。
2 つの信号音が聞こえます。Smart Control アプリ内で設定された
Transparent Hearing モードが有効です (> 23)。ヘッドフォンを外
さなくても周囲の音を聞くことができます。
Transparent Hearing を無効にするには：

▷ もう一度 ANC スイッチを下の位置に押し下げてから離します。
1 つの信号音が聞こえます。Smart Control アプリの ANC モードは
有効に設定されています (> 22)。
ON

OFF

Transparent Hearing を設定する
Transparent Hearing を完全に活用するためには、Smart Control ア
プリ (> 16) が必要です。

▷ Smart Control アプリで希望する Transparent Hearing 機能を選択
してください :
Transparent Hearing
“Keep music playing and
mix with ambient sound”
（「音楽を再生し続け、周
囲の音とミックスする」）
“No music playback, only
ambient sound” (「音楽を
再生せず、
周囲音のみ」）*

説明
オーディオ再生（音楽など）はそのまま
続き、周囲の音と一緒にミックスされま
す。
オーディオ再生（音楽など）はミュート
され、周囲の音のみが聞こえます。

* 標準設定
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ヘッドフォンで音楽を聴く
ヘッドフォンとオーディオソースが、Bluetooth (> 12)、または USB
ケーブル (> 30)、またはオーディオケーブル (> 29) で接続されていれ
ば、音楽を聴くことができます。

音楽再生を制御する
以下の音楽再生機能は、ヘッドフォンと機器が Bluetooth 経由で接続
されている場合のみ使用できます。スマートフォンまたは音楽プレー
ヤーの中にはすべての機能をサポートしないものもあります。

音楽を再生 / 一時停止する

▷ 多機能ボタンを 1 回押します。
多機能ボタン

機能
1 回押します 音楽を再生または一時停止する

音楽再生が始まらないときは：
• Transparent Hearing が有効になっていないか (> 23) 、場合
によっては機能が無効になっていないかチェックしてくださ
い。
• Bluetooth 機器の音楽再生アプリをスタートします。
次のタイトルを再生する

▷ 多機能ボタンを素早く 2 回押します。
多機能ボタン

機能
2 回押します 再生リストの次のタイトルを再生する

前のタイトルを再生する

▷ 多機能ボタンを素早く 3 回押します。
多機能ボタン

機能
3 回押します 再生リストの前のタイトルを再生する

タイトルを早送りする

▷ 多機能ボタンを素早く 2 回押し、さらに押し続けてご希望のタイト
ルの位置まで早送りします。
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多機能ボタン

機能
2 回押し、さ タイトルを早送りする
らに押し続
ける :

タイトルを巻き戻す

▷ 多機能ボタンを素早く 3 回押し、さらに押し続けてご希望のタイト
ルの位置まで巻き戻します。
多機能ボタン

機能
3 回押し、保 タイトルを巻き戻す
持する

ヘッドフォンを使って電話する
電話機能は、ヘッドフォンと機器が Bluetooth 経由で接続されている
場合のみ使用できます。スマートフォンの中にはすべての機能をサ
ポートしないものもあります。
電話をかける

▷ スマートフォンで希望の番号を選択します。
スマートフォンが通話を自動的にヘッドフォンに転送しない場合、
お使いのスマートフォンで “MOMENTUM 3” を出力機器として選
択してください（必要に応じて、お使いのスマートフォンの取扱説
明書を参照ください）。
通話を受ける／拒否する／終了する
ヘッドフォンがスマートフォンと接続されていて、電話がかかると、
ヘッドフォンで着信音が聞こえます。
音楽を聴いている時に電話がかかると、通話が終了するまで音楽は一
時停止されます。
ヘッドフォンを装着していない時に電話がかかると、ヘッドフォンが
振動します。

多機能ボタン

機能
1 回押します

1 回押します

通話を受ける
通話を終了する
音声メッセージ “Call ended” (「通話
が終了しました」)
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多機能ボタン

機能
1 秒間押し続
けます

2 回押します

1 回押します

通話を拒否する
音声メッセージ “Call rejected” (「通
話を拒否しました」)
リダイアル
音声メッセージ “Redial”（「リダイア
ル」
）
（音楽再生が有効でない時のみ）
通話を受け、現在の通話を終了する

2 回押します

現在の通話を保持してかかってきた
通話を受ける

2 回押します

現在の通話と保持している通話を切
り替える

マイクをミュートにする
通話の間にヘッドセットのマイクをミュートにするには：

▷ 多機能ボタンを 2 秒間押します。
マイクがミュートになります。“Mute on” (「ミュートにします」)
という音声メッセージが聞こえます。
通話を継続してマイクを再び動作させるには：

▷ 音量ボタン - または + を 2 秒間押してください。
マイクは再び動作するようになります。“Mute off”(「ミュートを解
除します」) という音声メッセージが聞こえます。

„Mute off“
„Mute on“

Hold
Hold

2s

OR

2s

現在の通話を保持する
通話の最中にヘッドフォンを外すと、通話は自動的に保持され、マイ
クはミュートになります。30 秒ごとに “Mute on” (「ミュートオン」)
という音声メッセージが出ます。
ヘッドフォンをまた装着するだけで通話を継続し、マイクを再び動作
させることができます。“Mute off”(「ミュートを解除します」) とい
う音声メッセージが聞こえます。

音声アシスタント / 言語選択を使用する
▷ 音声アシスタントボタンを 1 回押します。
お使いのスマートフォンの使用可能な音声アシスタントが有効に
なります (* お使いのスマートフォンで使用されるシステムまたは
使用されるアプリによります。Siri、Google Assistant 等 ...)。
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▷ 希望するリクエストをアシスタントにお話しください。
音声アシスタント / 言語選択を中断するには：

▷ 音声アシスタントボタンを 1 回押します。
Siri, Google Assistent, ...

ON/OFF
PRESS

1x

Amazon Alexa を言語アシスタントとして使いたい場合は、一
度ヘッドフォンをそのために設定する必要があります (> 27)。

Amazon Alexa を言語アシスタントに使用す
る
Amazon Alexa を言語アシスタントとして使うには、一度ヘッドフォ
ンを Amazon Alexa アプリ の中にデバイスとして追加して Alexa を r
Sennheiser Smart Control アプリ を経由してアクティブにする必要が
あります :
1. ヘッドフォンが Bluetooth 経由でスマートフォンと接続されている
のを確認してください (> 12)。
2. Sennheiser Smart Control アプリ を起動します (> 16)。
3. ヘ ッ ド フ ォ ン の 設 定 の 中 を 開 い て 言 語 ア シ ス タ ン ト ボ タ ン で
Amazon Alexa を有効にします。
4. Amazon Alexa アプリ を起動して “Gerät hinzufügen”（「デバイス
を追加する」）を選択します。
5. 見つかったデバイスのリストから “MOMENTUM 3” を選択しま
す。
これで Amazon Alexa を 言語アシスタントボタンで ヘッドフォン
から操作できるようになりました。
1

2

3

Headphone
settings
Amazon Alexa

4

5

Add Device
Momentum 3
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Smart Pause 機能を使用する
ヘッドフォンは装着センサーを備えており、ヘッドフォンが装着され
ているか、それとも外されているかを検知します。以下の機能を利用
することができます：
• ヘッドフォンを外すとアクティブノイズキャンセリング ANC は自
動的にオフになり、再び装着するとオンになります。
• 音楽再生はヘッドフォンを外すと一時停止し、再び装着すると再生
が続けられます。
• 通話は、ヘッドフォンを装着すると受けられます。通話中にヘッド
フォンを外すと通話はミュートされ、ヘッドファオンを再び装着す
ると通話を続けることができます。
Smart Control アプリを経由して、この機能を無効にすることもでき
ます。

ON

OFF

サウンドイフェクト / イコライザーの設定
サウンドイフェクト / イコライザーを活用するためには、Smart
Control アプリが必要です (> 16)。

▷ Smart Control アプリで希望するサウンドイフェクトをイコライ
ザー経由で選択してください。
サウンドイフェクトはヘッドフォン内に保存されます。Smart
Control アプリがなくとも、例えば別の Bluetooth 機器を使用して
もこのサウンド設定は有効です。

音声メッセージ / 通知音を設定する
音声メッセージ / 信号音を設定するには、Smart Control アプリが必
要です (> 16)。

▷ 音声メッセージの言語の変更、音声メッセージと通知音間の選択、
または少数の例外を除いて（バッテリーが切れる通知など）ス
テータスメッセージをオフにすることができます。

TILE を使ってヘッドフォンの場所を特定す
る
TILE 機能を使っていつでもヘッドフォンの場所を特定できます。た
とえばヘッドフォンをどこかに置き忘れたとき、素早く見つけること
ができます。そのためにヘッドフォンとスマートフォン（TILE アプ
リをインストールしている）は、Bluetooth 周波数を利用します。
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▷ TILE ユーザーアカウントを設定し、MOMENTUM Wireless を TILE
アプリを経由して登録してください。

オーディオケーブルを応用する / 機内モー
ドを有効にする
オーディオケーブルを接続すると機内モードが有効になり、
Bluetooth 無線通信はオフになります。
以下の場合はオーディオケーブルを使用してください：
• 無線通信が許可されないとき、例えば飛行機の離着陸時
• ヘッドフォンの電池が空のとき
• オーディオソースが Bluetooth 接続できないとき
音楽の操作機能および / または通話または音声アシスタントはできな
くなります。アクティブノイズキャンセリング ANC は、電池が充電
されていれば、すべての機能が使えます。
オーディオケーブルをヘッドフォンに接続しなくても､機内モードを
有効にすることができます (> 18).

ヘッドフォンをオーディオケーブル経由で
接続する
▷ オーディオケーブルの 2.5 mm のジャックプラグをヘッドフォンの
オーディオソケットにカチリと音がするまで差し込みます。プラ
グを時計回りに回してオーディオケーブルを固定します。
機内モードが有効になり、Bluetooth 無線通信がオフになります。

▷ 3.5 mm のジャックプラグをスマートフォンのオーディオ出力ソ
ケットに接続します。
オーディオケーブルを外すには：

▷ プラグを反時計回りに回し、プラグを注意して引き抜きます。
OFF

Flight mode

3.5 mm

2.5 mm
Click
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ヘッドフォンを USB ケーブルを経由して接
続する
ヘッドフォンを同梱の USB ケーブルを経由して Mac/PC/ モバイル
機器に接続すると、オーディオコンテンツを Mac/PC/ モバイル機器
から直接ヘッドフォンで再生できます。
ヘッドフォンを USB ケーブルを経由して Mac/PC/ モバイル機
器に接続すると . ヘッドフォンは自動的に充電されます。
USB ケーブルを使用しているときに、すべての無線接続を無効
にしたい場合、ヘッドフォンの Bluetooth を無効にする必要が
あります (> 18)。
ヘッドフォンを Mac/PC/ モバイル機器の標準オーディオオ出力とし
て設定する

▷ ヘッドフォンが USB ケーブル経由で Mac/PC/ モバイル機器に接
続されていることを確認します。

▷ Mac/PC/ モバイル機器のシステム設定またはシステム操作で
「MOMENTUM 3」を標準のオーディオ機器として選択します。

▷ Mac/PC/ モバイル機器による音楽再生をスタートします。
音楽がヘッドフォンで再生されます。
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ヘッドフォンを保存または運搬する
イヤフォンを使用しない、または運搬する場合は、破損を避けるため
に携帯用ケース内で保管してください。
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ヘッドフォンを手入れまたは整備す
る
注意
液体は製品の電子部品を破壊する恐れがあります！
製品の筐体の中に液体が入ると短絡の原因となり、製品の電子部品を
破壊することにつながりかねません。

▷ あらゆる種類の液体を当製品に近づけないでください。
▷ 溶剤や洗剤は使用しないでください。
▷ 製品の掃除には、柔らかい、乾いた布だけを使用してください。
皮革部分を清掃する / 手入れする
ヘッドフォンの皮革部分を定期的に掃除、お手入れすることで、製品
を良い状態に保ち、末永くご使用ください。

▷ 皮革部分は定期的に清潔で柔らかい、水で湿らせた布で拭いてく
ださい。

▷ 革磨き、洗剤、刺激の強い石鹸は使わないでください。
▷ ヘッドホンを湿度の高い環境に保管しないでください。
イヤークッションを交換する
衛生上の理由から、イヤークッションは時々交換してください。交換
用イヤークッションは最寄りの Sennheiser 取扱店でお求めいただけ
ます。
古いイヤークッションを外すには：

▷ イヤークッションを引っ張って外します。
イヤークッションを引き離した際に固定リングがイヤーカップに残っ
ているとき：

▷ イヤークッションの固定リングを注意深く外してください。場合
に応じてスロットドライバーを使って固定リングを外してくださ
い。

新しいイヤークッションをヘッドフォンに付けるには：
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▷ イヤークッションを右側と左側に分けます。イヤクッションの縫
い目は下を向けます。

▷ イヤークッションをイヤーカップの上に乗せ、固定リングの切り
込みに合わせます。

▷ 親指で固定リングを固定リングが全周でカチっと音が聞こえるま
でイヤーカップに押し込みます。

Click

内蔵型電池についての情報
Sennheiser は、電池が製品購入時に最適化され機能することを保証
します。購入後または保証期間内に、バッテリーが明らかに故障して
いる疑いがある、または充電 / バッテリーエラーが表示されるような
場合 (> 7)、製品は続けて使用せず、電源から取り外し、製品を直ちに
Sennheiser サービス取扱店に返品してください。
保証期間を過ぎた電池は最寄りの Sennheiser サービス取扱店で有償
で交換できます。最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせくだ
さい：www.sennheiser.com > “Service & Support（サービスとサ
ポート）”。

ファームウェアの更新をインストールする
ファームウェアのアップデートは無料でご利用できます。インター
ネット経由または Sennheiser Smart Control アプリにより入手するこ
とができます。Sennheise は、製品の最善の動作を保証するため最新
バージョンのファームウェアをインストールすることを推奨します。

▷ ヘッドフォンをお使いのスマートフォンに接続し、Smart Control
アプリを起動してください (> 16)。

▷ アプリ経由で使用可能なファームウェア更新について情報が提供
され、インストールプロセスにより実施されます。
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よくあるご質問 / エラーが発生した場合

よくあるご質問 / エラーが発生した
場合
よくあるご質問 (FAQ) の最新リスト
次のウェブサイトで MOMENTUM Wireless 製品ページ をご覧くださ
い。
www.sennheiser.com/download
そこには、よくある質問（FAQ）の最新リストが掲載されています。
ご質問またはエラーが解決されませんか？
よくあるご質問に記載されていない問題が生じた場合、または記載さ
れている対応策で問題を解決できない場合は、最寄りの Sennheiser
取扱店までお問い合わせください。
お住まいの国の取扱店は www.sennheiser.com > “Service & Support”
（「サービスとサポート」）から見つけてください。
Bluetooth 通信エリアを離れる場合
無線電話およびストリーミングはお使いのスマートフォンの
Bluetooth 通信エリア内でのみ可能です。通信エリアは、壁の厚みや
構成など、環境条件によっても異なります。ほとんどのスマートフォ
ンや Bluetooth 機器の通信エリアは、見通しの良好な場所で最大 10
m です。
ヘッドフォンを装着してスマートフォンの Bluetooth 通信エリアを離
れる場合は、音質はだんだん悪くなり、音声メッセージ “Device (1)
disconnected” (「デバイス (1) の接続がありません」) が聞こえ、接続
は完全に途絶えます。ヘッドフォンを装着してスマートフォンの
Bluetooth 通信エリアに戻ると、すぐに接続は自動的に再び確立され
ます。
ヘッドフォンの Bluetooth ペアリングリストを消去する
1. ヘッドホンをオンにしてください (> 17).
2. 音声アシスタントボタンを 5 秒間押し続けます。
ヘッドフォンは Bluetooth ペアリングモードです。LED 表示が青色
と赤色に点滅します。
3. もう一度音声アシスタントボタンを 5 秒間押し続けます。
Bluetooth ペア リング リストが 消去され ます。音 声メッ セージ
“Pairing list cleared”（「ペアリングリストを消去」）が出ます。.LED
表示が 3 回青色に点滅します。ヘッドフォンは引き続き Bluetooth
ペアリングモードです。

1

OFF

2

3

„Pairing list
cleared“

ON
Click

34 | MOMENTUM Wireless M3AEBTXL

Hold

Hold

5s

5s
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ヘッドフォンを再起動する
ヘッドフォンの機能にエラーが発生した際は、再起動してください。
1. ヘッドホンをオンにしてください (> 17).
2. 音量ボタン + を約 25 秒間押し続けます。
3. ヘッドフォンをいったんオフにしてから再びオンにします。
ヘッドフォンが再起動します。

1

OFF

2

3
OFF

ON

Hold
25s

ON

Click
Click

ヘッドフォンを工場出荷時の設定に戻す / リセットする
Smart Control アプリを使ってヘッドフォンを工場出荷時の設定に戻
すことができます（例えば EQ 設定、ANC モードなど）。
TILE 機能を有効にしているとき (> 28) には、TILE 設定はリセットさ
れません。TILE 設定をリセットするには、TILE アプリでヘッドフォ
ンを無効にします。
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技術仕様
MOMENTUM Wireless M3AEBTXL
耳に装着

耳を包み込む形状

形式
ダイヤムラム

ダイナミック･密閉型
42 mm

周波数特性

6 Hz 〜 22 kHz

音圧レベル (SPL)

99 dB SPL/-10 dB FS (Bluetooth 経由 )
EN 50332-2 による
118 dB SPL/1 V/1 kHz ( ケーブル経由 )

インピーダンス

アクティブモード：470 Ω
パッシブモード：100 Ω

THD (1 kHz、100 dB SPL)

< 0.3 %

雑音低減方式

ANC 技術、ピックアップマイク 4 個
付き

指向特性 ( 音声 )

2 マイク ビームフォーミングアレイ

電源

リチウムポリマー電池内蔵 3.7 V、600700 mAh
USB 充電 5 V⎓、330 mA

充電時間

約 3 時間

動作時間

17 時間（Bluetooth と ANC 動作時）

温度範囲

動作時：0 〜 +55 °C
充電時：0 〜 +40 °C
保管時：-25 〜 +70 °C

相対湿度

動作時：25 〜 75 %、結露しないこと
保管時：10 〜 90%

重量（ヘッドフォン）

約 305 g

磁界強度

10.5 mT

Bluetooth
バージョン

5.0 互換、クラス 1、BLE

送信周波数

2400 〜 2483.5 MHz

変調方式

GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK

出力

10 mW ( 最大 )

プロファイル

HSP、HFP、AVRCP、A2DP、DIS、
BAS

コーデック

aptX、aptX LL、AAC、SBC

デバイス名

MOMENTUM 3
LE-MOMENTUM 3 (Bluetooth Low
Energy のみ )

NFC
周波数
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13.56 MHz

技術仕様

変調方式

ASK

出力

500 μV/m 以内
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製造者宣言
保証
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG は、この製品を 24 か月間保証
いたします。
実際の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com
をご覧になるか、または、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合
わせください。
以下の要件に準拠しています
• 一般製品安全に関する指令（2001/95/EC）
• 各国固有の音量制限に準拠
EU 適合宣言
• RoHS 指令 (2011/65/EU)
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG は無線システム型式
M3AEBTXL が無線システム指令 2014/53/EU に準拠することを宣言
します。
EU 適合宣言書の全内容は以下のウェブサイトでご参照になれます：
www.sennheiser.com/download.
廃棄に関する注意
• WEEE 指令 (2012/19/EU)
• バッテリー指令 (2006/66/EC & 2013/56/EU)
製品、バッテリー（ある場合）、および梱包に記載されている車輪付
のゴミ箱に罰印をしたマークは、これらの製品が耐用年数を過ぎても
通常の家庭用廃棄物として処分できず、他の方法で廃棄する必要があ
ることを知らせるものです。梱包の場合はお住まいの国の廃棄物分別
に関する法的規制を遵守してください。
これらの製品のリサイクルに関する情報については、お住まいの地域
当局、自治体の収集または回収場所、または最寄りの Sennheiser
パートナーまでお問い合わせください。
廃棄する電気電子機器、バッテリー（ある場合）、および梱包の分別
回収は、再使用およびリサイクルを促進し、発生し得る汚染物質を避
けることができます。このようにすることで、環境と健康の保護に貢
献することができます。
商標
Sennheiser は Sennheiser electronic GmbH & Co. KG の登録商標で
す。
Apple, the Apple logo, iPhone, iPod, iPod touch, iPad, and Siri are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.App Store is a service mark of Apple Inc. The trademark
“iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG is under license.
The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of
its group companies and may be registered in one or more
jurisdictions.
Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc.
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum,
Inc. in the United States and in other countries.
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Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com,
Inc. or its affiliates.
TILE and the TILE design are trademarks of Tile, Inc.
ユーザー文書に記載されている他の製品名および会社名は、各社の商
標または登録商標である場合があります。
オープンソースライセンス条件
FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation
Last update: 02/02/2007
Issue date: 04/30/2005
HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation
Last update: 06/15/2005
Issue date: 06/15/2005
Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1.Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3.Neither the name of the project nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL
THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
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