
使用上の注意

取扱説明書 プロフェッショナルモニターヘッドホン  ATH-M50x/ATH-M40x/ATH-M30x/ATH-M20x

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく
ご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
●接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
●乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積
された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。
●強い衝撃を与えないでください。
●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
　また水がかからないようにしてください。
●本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
●本製品をそのままバッグなどに入れるとコードが引っ掛かり、断線の原因になります。
●コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になり
ます。
●本製品をポータブル機器に接続している状態で、コードを巻きつけないでください。プラグ付近に
負担がかかり、断線する恐れがあります。
●本製品を使用時に万一メモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
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■ お手入れのしかた

〒194-8666　東京都町田市成瀬2206　 http://www.audio-technica.co.jp

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説
明や接続・注意書きに従ったご使
用において故障した場合、保証書
記載の期間・規定により無料修理
をさせていただきます。
修理ができない製品の場合は、交
換させていただきます。お買い上
げの際の領収書またはレシートな
どは、保証開始日の確認のために
保証書と共に大切に保管し、修理
などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付/平日9：00～17：30）
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または
当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた） 0120-773-417
　（携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0211）
　FAX：042-739-9120　Eメール：support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター（修理・部品） 　　　 0120-887-416
　（携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0212）
　FAX：042-739-9120　Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp
●ホームページ（サポート）　www.audio-technica.co.jp/atj/support/

■ 各部の名称と接続例
ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。

機種によって仕様および付属品が異なります。一覧表を確認のうえ、接続をしてください。

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こること
があります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、
使用者が死亡または重傷を負う可能
性があります」を意味しています。

注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、
使用者が傷害を負う、または物的損
害が発生する可能性があります」を
意味しています。

警告
●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転
中は絶対に使用しないでください。交通事故
の原因となります。

●周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、
駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道
など）では使用しないでください。

注意
●耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用く
ださい。大音量で長時間聞くと聴力に悪影
響を与えることがあります。
●分解や改造はしないでください。

●肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中
止してください。
●ハウジングとアームの間に、指などを挟まな
いようにご注意ください。

ポータブル
プレーヤーなど

●長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
●イヤパッド、ヘッドバンドは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。
イヤパッド、ヘッドバンドの交換や、そのほか修理については当社サービスセンターへお問い合わせください。

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

　●本体について
乾いた布で本体の汚れを拭いてくだ
さい。

　●コードについて
汗などで汚れた場合は、使用後すぐ
に乾いた布で拭いてください。
汚れたまま使用すると、コードが劣
化して固くなり、故障の原因になり
ます。

　●プラグについて
プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場
合があります。　　

　●イヤパッド、ヘッドバンドについて
イヤパッド、ヘッドバンドの汚れは乾いた布で拭いてく
ださい。イヤパッドやヘッドバンドに汗または水が付着
すると色落ちする場合があります。その際は乾いた布
で拭き取り、陰干しすることをおすすめします。　　

ヘッドバンド

スライダー

ハウジング

アーム

ジョイント

イヤパッド

※各種コードのプラグは、
　φ3.5mmステレオミニプラグです。
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3.0m着脱カールコード（付属）C

E

F

ATH-M20x

ATH-M30x

ATH-M40x

ATH-M50x

収納、持ち運びの際に、図の
ように折りたたむことがで
きます。

保証規定（必ずお読みください）

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。製品に万一異常が生じ
た場合は、お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。この保証書の規定により保証期間
内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存して
ください。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために、大切に保管くださ
い。なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となりますのでご了承ください。
本製品の基本性能を維持するために必要な部品（補修用性能部品）の最低保有年限は製造打切後6年です。

以下の場合は保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。
また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換をさせていただくことがありますのでご了承ください。
　① 本保証書が提示されない場合。
　② 本保証書にご購入年月日・購入店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの
　　 （お買い上げレシートなど）がない場合。
　③ お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形。
　④ 取り扱いの誤りによる故障。
　⑤ 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。
　⑥ 当社以外で行なわれた修理や改造で生じた故障。
　⑦ 設置場所の移設・輸送・移動・落下などの故障。
　⑧ 天災など、不可抗力による故障。
　⑨ 一般家庭用途以外での使用で生じた故障。（車載用製品を除く）
　⑩ 車載用途以外での使用で生じた故障。（車載用製品のみ）
　⑪ そのほか当社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。

保証の対象外　●消耗・摩耗した部品（ヘッドホンのイヤパッドやイヤピース、電池など）およびポーチ
など収納ケース類や、そのほか付属品。また、本製品や接続した機器に問わず、ソフトおよびデータなど
は補償いたしかねますのでご了承ください。

修理品の送料　●保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を送付される場合は、
お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送中の　事故がないよう、梱包して
ください。

修理品の保証　●修理後、同一個所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日
より3カ月以内に限り無料で修理いたします。
その他
①本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、本保証書の記
載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

②本保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)  
③本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよう大切に保管してください。

保証書 持込修理

ATH-M50x/ATH-M40x/ATH-M30x/ATH-M20x

フリガナ

●右の保証規定を必ずお読みください。

年　　　　月　　　　日

お問い合わせ先（電話／平日9：00～17：30）

保証期間　　　　　　　　　　ご購入日より　1年

〒194-8666　東京都町田市成瀬2206　　http://www.audio-technica.co.jp

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた） 　　0120-773-417　（携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0211）
　FAX：042-739-9120　Eメール：support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター（修理・部品）      0120-887-416　（携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0212）
　FAX：042-739-9120　Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp
●ホームページ（サポート）　www.audio-technica.co.jp/atj/support/

 反転モニター  折りたたみ機構

φ6.3mm
ステレオ変換プラグ
アダプター（付属）

ミキサー
AVアンプなど

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Audio-Technica

ATH-M40X o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni

https://www.trovaprezzi.it/cuffie-microfoni/prezzi-scheda-prodotto/audio_technica_ath_m40x?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_32
https://www.trovaprezzi.it/cuffie-microfoni/prezzi-scheda-prodotto/audio_technica_ath_m40x?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_32
https://www.trovaprezzi.it/prezzi_cuffie-microfoni.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_32


Instructions PROFESSIONAL MONITOR HEADPHONES  ATH-M50x/ATH-M40x/ATH-M30x/ATH-M20x

Thank you for purchasing these headphones. Before using these headphones, 
please read through these operating instructions to ensure that you will use the 
headphones correctly.

CAUTION

382414180

■ Cleaning

■ Part names and an example of connection
Please confirm each part before using these headphones.

Cables and accessories vary by model. See chart below.

Please read these cautions before using your headphones. 
To ensure safety, observe all cautions while using this equipment. 

Portable 
audio players

●For long-time storage, keep the headphones in a well-ventilated place without high 
temperatures and humidity. 

●The earpads and headband deteriorate over time due to use or storage. For information 
about replacing earpads and headband or other parts, or for information about other 
serviceable parts, contact your Audio-Technica dealer or service center. 

Get into the habit of regularly cleaning your headphones to ensure that they will last 
for a long time. Do not use alcohol, paint thinners or other solvents for cleaning 
purposes.
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※ 3.5 mm stereo connector
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3.0 m detachable straight cable 
(Accessories)

B

1.2 m detachable straight cable 
(Accessories)

D

3.0 m detachable coiled cable 
(Accessories)
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ATH-M20x

ATH-M30x

ATH-M40x

ATH-M50x

These headphones can 
be folded for storage and 
convenient portability.

Cautions

●Never use the headphones while driving a car, riding a motorcycle or bicycle or 
operating any other vehicle. 

●Do not use the headphones in places where the inability to hear ambient sound 
presents a serious risk (such as at railroad crossings, train stations, construction 
sites or on roads where vehicles and bicycles are traveling).

●To prevent damage to your hearing, do not raise the volume too high. Listening to 
loud sound for an extended period may cause temporary or permanent hearing loss. 

●Discontinue use if skin irritation results from direct contact with the product.
●Do not disassemble, modify or attempt to repair the headphones.
●Be careful to avoid pinching yourself between the housing and arm of the product.

●To ensure compatibility and correct usage, always consult the user manual of any 
device before connecting the headphones to it.

●These headphones are designed to easily dissipate noise to the outside. On public 
transport systems or in other public places, keep the volume low so as not to 
disturb other people.

●Please minimize the volume on your audio device before connecting the 
headphones in order to avoid hearing damage from sudden exposure to excessive 
volume. 

●When using this product in a dry environment, you may feel a tingling sensation in 
your ears. This is caused by static electricity accumulated on your body, not by a 
headphone malfunction. ｠｠

●Do not subject the headphones to strong impact. 
●Do not store the headphones under direct sunlight, near heating devices or in a 
hot, humid or dusty place. Do not allow the headphones to get wet.

●When this product is used for a long time, the headphones may become discolored 
due to ultraviolet light (especially direct sunlight) or wear.

●Simply placing this product in a bag or pocket may cause the cable to become 
tangled and snag, which may result in severed wires.

●Connect/disconnect the cable by holding the plug. Pulling directly on the cable can 
result in a broken wire and the risk of electric shock.

●Do not wind the cable around your portable audio device. This may damage or sever 
the cable. 

●Audio-Technica will not be liable in any way for any loss of data in the unlikely event 
that such losses should occur while using this product.

Warnings

●Cleaning the headphones
To clean, wipe with a dry cloth. 

●Cleaning the cables
If the cables have become soiled (by perspiration, for instance), wipe them with a dry 
cloth immediately after use. Using cables which are dirty may cause them to 
deteriorate, become hard and give rise to problems.

●Cleaning the plug
Using the plug when it is dirty may cause intermittent sound or noise. When the plug is 
dirty, wipe it with a dry cloth.

●Cleaning the earpads and headband
To clean, wipe with a dry cloth. Earpads and headband may fade if sweat or water 
dries on them. If the earpads get wet, we recommend wiping them with a dry cloth and 
allowing them to dry in the shade. 

Audio-Technica Corp.
2206  Naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan

2013 Audio-Technica Corp.
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 Swivel housing  Folded position

6.3 mm stereo 
plug adapter 
(Accessories)

Headphone amplifier,
mixer, etc.

技システム＠山田
日付印 (部署と姓、西暦)


