
はじめにお読みください
お買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用になる前に必ず
本書をお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られると
ころに大切に保管してください。

付属品について
q 取扱説明書（本書）
w シリコンイヤーピース（S/M/Lサイズ）（各2個）
e  フォームイヤーピース（2個）
r キャリングケース
t 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内

w e r

• wシリコンイヤーピースのMサイズは、お買い上げ時本機に装着しています。

本機の使いかた
• 本機には、素材やサイズが異なるイヤーピースを付属しています。

装着したときの密閉感がそれぞれ異なりますので、お好みに合わせ
てご使用ください。

• 左側には突起が付いています。突起のある方を左耳に装着してくだ
さい。

突起

左耳へ 右耳へ

ご注意
• イヤーピースを耳にしっかりとフィットさせてください。フィットさせない

と、低音が弱く聞こえたり、左右の音がアンバランスに聞こえたりします。

AH-C120M

MUSIC MANIAC™
In-Ear Headphones

取扱説明書

• AndroidおよびGoogle PlayはGoogle, Inc.の商標です。
• iPod touchおよびiPhoneはApple, Inc.の米国ならびにその他の国における

登録商標または商標です。 
App Storeは、Apple, Inc.のサービスマークです。

• Music ManiacはD&M Holdingsの商標です。

イヤーピースの交換のしかた

取り外しかた

取り付けかた

ご注意
• イヤーピースは、本体の取り付け部に確実に取り付けてください。
• イヤーピースは、長時間のご使用や保存によって、劣化する恐れがあります。

型名
AH-C120M

製造番号

※ 
お

客

様

お名前
様　

ご住所　〒

電話番号 （　　　　）
※ お 買 い 上 げ 日 ※取扱販売店名・住所・電話番号

年　　月　　日

保証期間（お買い上げ日より）

本体： 1　年　
年　

	 保		証		書	 <持込修理用>
お買い上げいただきありがとうござい
ます。
保証期間内に取扱説明書、添付シート等
の注意書きにしたがって、正常な使用状
態での使用中に故障した場合には本書記
載内容にもとづきお買い上げの販売店ま
たは別紙の「製品のご相談と修理・サー
ビス窓口のご案内」に記載の修理・サー
ビス窓口が無料修理をいたします。
お買い上げの日から左記の保証期間内
に故障した場合は、製品と本書をお持
ちいただき、お買い上げの販売店また
は別紙の「製品のご相談と修理・サー
ビス窓口のご案内」のサービス窓口に
修理をご依頼ください。
本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

※  印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

（切り取り線）

専用アプリケーション「Denon Audio」。
iPod touch/iPhone用はApp Storeから、Android™携帯用は
Google Play™からダウンロードしてお楽しみください。

主な仕様
形式： ダイナミック型
ドライバー： φ11.5mm
インピーダンス： 32Ω
感度： 106dB/mW
最大入力： 250mW
再生周波数： 5～24,000Hz
質量： 5.2g（ケーブルを含まず）
ケーブルの長さ： 1.3m OFC線
プラグ： φ3.5mm 金メッキミニプラグ

 z 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。

〒 210-8569�
神奈川県川崎市川崎区日進町 2番地 1
D&Mビル　�TEL:�0570（666）112
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ヘッドホンの取り扱い上のご注意と保証について
安全上のご注意
安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡ま
たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

取り扱い上のご注意

保証書
この取扱説明書内の保証書を、切り取り線に沿って切り離してお使
いください。�
保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめてください。

保証期間はご購入日から１年間です。

n 保証期間中の修理
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。
ご注意

● 修理の際に保証書を添付いただけない場合は、有料修理になります。
● イヤーピースやイヤーパッドは消耗品のため、保証の対象ではありません。
● 誤使用、乱用、事故、不注意、間違った取り扱いなどによる断線や製品
の不具合は保証の対象ではありません。

● 通常のご使用や環境劣化による製品の損耗は保証の対象ではありません。

n 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、
有料修理いたします。
有料修理の料金については「製品のご相談と修理・サービス窓
口のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口へお問い合わせ
ください。

修理を依頼されるとき
n 修理を依頼される前に
● 正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありま
すので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

n 修理を依頼されるとき
● 添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」に記
載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。

● 修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことを
おすすめします。

依頼の際に連絡していただきたい内容
● お名前、ご住所、お電話番号
● 製品名�··············�取扱説明書の表紙に表示しています。
● できるだけ詳しい故障または異常の内容

補修部品の保有期間
補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後８年です。

お客様の個人情報の保護について
● お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサー
ビス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用
させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

● この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行して
いる者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様
の法律上の権利を制限するものではありません。

Printed in China   5431 10349 00AD

保証と修理について

● コードの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
● コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原因になります。
 次のことを守って正しくお使いください。
● 無理にコードを引っ張らない。
● コードを折り曲げない。
● ポータブル機器をぶらさげない。
● ポータブル機器に巻き付けない。

● ポータブル機器をぶら下げると、接続コードが外れてポータブル機器が落下する場
合があります。このような場合、当社ではポータブル機器の保証はいたしかねます。
あらかじめご了承ください。

● 温度の高い場所には置かないでください。直射日光の当たる所、炎天下の車中な
ど特にご注意ください。高温により、部品が変形したり故障したりすることがあり
ます。

● 音量を上げ過ぎると音が漏れやすい構造になっています。周囲の人の迷惑になら
ないように気をつけましょう。特に電車の中などの公共の場所で使用する場合には
ご注意ください。

●�本機に力を加えたり、重さを加えたりした状態で長時間放置すると変形してしまう
恐れがあります。保管するときは変形しないようにご注意ください。

● 清掃は乾いた布でのみおこなってください。

（切り取り線）

長時間大音量で聞かない
極端に大きな音を長時間聞き続けると、耳を痛める原因となり、慢性的
な騒音性聴力障害 (NIHL) を引き起こす恐れがあります。聴覚を損なわ
ないようにするため、各音圧に耐えられる最長限度時間に関して米国労
働安全衛生庁 (OSHA) が定めたガイドラインを以下に記載します。

・90dB�SPL：8時間� �
・100dB�SPL：2時間��
・110dB�SPL：30分�

・95dB�SPL：4時間
・105dB�SPL：1時間
・115dB�SPL：15分

・120dB�SPL：回避しないと耳を痛める原因となります。

接続機器の電源を入れる前に
音量を最小にしてください。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

運転中は使用しない
自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンを絶対に使用しない
でください。交通事故の原因となります。
歩行中に使用する場合は、周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原
因となりますのでご注意ください。

水が入ったり、濡らしたりしないように
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。
火災・感電の原因となります。

ねじを外したり、分解や改造をしたりしない
ヘッドホンを改造しないでください。故障や感電の原因となる場合があ
ります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

イヤーピースをお子様の手の届くところに保管しない
イヤーピースを幼いお子様が誤って飲み込まないよう、お子様の手の届
かないところに保管してください。

お肌に合わないと感じたときは
早めにヘッドホンの使用を中止して、医師またはお買い上げの販売店
にご相談ください。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害
を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発
生が想定される内容を示しています。

1.���保証期間内でも、次のような場合には有料修理となり
ます。
（1）��使用上の誤り、または改造や不当な修理による故

障または損傷。
（2）��お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し

の際の輸送等による故障または損傷。
（3）��火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、

異常電圧、指定以外の電源電圧による故障または損
傷。

（4）��車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故
障または損傷。

（5）��業務用に使用されて生じた故障または損傷。
（6）��本書のご提示がない場合。
（7）��本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記

入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
（8）��消耗部品（針など）の交換。
（9）��受信不能または故障の原因が本機以外にある場合

で改善を要するとき。

2.����次の場合、掛かる費用をお客様に負担していただくこと
になります。
（1）��この製品について出張修理をご希望の場合には、

出張に要する実費を申し受けます。
（2）��この製品を直接メーカーへ郵送、または宅配便等

で送付した場合の送料はお客様の負担となりま
す。

3.��ご転居の場合や贈答品等で本書に記入してあるお買い
上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、別
紙の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」
のお近くの窓口にご相談ください。
4.���お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間
内のサービス活動およびその後の安全点検活動のため
に記載内容を利用させていただく場合がございますの
で、あらかじめご了承ください。
5.����本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に
保存してください。

●�修理メモ
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