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SRH1440
SRH1840 プロフェッショナル・オープンバッ
クヘッドホン

警告
極度の大音量で音声を聴くと、聴覚を恒久的に損なうことがあります。できるだけ小さな音量で使用してください。

極度に高い音圧レベルに過度にさらされると耳を傷め、恒久的な騒音性難聴（NIHL）になることがあります。聴覚を

損なわないようにするため、各音圧レベルに耐えられる最長限度時間の米国労働安全衛生局（OSHA）ガイドライン

を下記に記載しますのでご参照ください。

90 dB SPL
8時間

95 dB SPL
4時間

100 dB SPL
2時間

105 dB SPL
1時間

110 dB SPL
30分

115 dB SPL
15分

120 dB SPL
障害が発生する恐れがあるため避けること

安全にお使いいただくために

誤った使用により引き起こされる可能性のある結果は、危険の切迫度および損害の大きさに応じて、「警告」と「注意」

のいずれかとして示されています。

警告：警告を無視すると、誤った使用により重傷または死亡が引き起こされる可能性がありま

す。

注意：注意を無視すると、誤った使用により怪我や物的損害が引き起こされる可能性がありま

す。

警告

• 水や異物がデバイス内に入ると火災や感電の原因となります。

• 本製品の改造は試みないでください。 改造した場合には怪我や製品故障の原因となります。
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注意

• 分解・改造は故障の原因となりますので絶対におやめください。

• 無理な力を与えたり、ケーブルを引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。

• マイクロホンは濡らさないようにしてください。極度の高温・低温や湿気にさらさないでください。

概要

The SRH1440 Professional Open Back Headphones provide full range 
audio with rich bass in a sleek, attractive design. The premium-padded 
headband with steel frame provides hours of listening comfort. An included 
storage case, replacement set of velour earpads, and an additional cable 
ensures years of uninterrupted listening enjoyment.

• 40 mm neodymium drivers deliver full-range audio with rich, controlled 
bass.

• Open-back, circumaural design for exceptionally natural sound, wide 
stereo image, and increased depth of field.

• Fully adjustable, premium padded headband with steel frame for hours 
of listening comfort.

• Oxygen-free copper (OFC) cable with Kevlar® reinforced jacket for 
superior performance and durability.

• Dual-exit cables with gold-plated MMCX connectors provide secure 
connection and detachability for easy storage or replacement.

• Replaceable velour ear pads with high density, slow recovery foam for 
exceptional comfort.

• Additional oxygen-free copper cable and zippered storage case provide 
years of listening enjoyment and convenient storage.

• Legendary Shure durability to withstand the rigors of everyday use.

Care and Maintenance
To clean the headphones, use a soft, damp cloth.

CAUTION: Do not use cleansers that contain solvents. Keep liquid and foreign objects out of the driver openings.
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Detachable Cable
You may need to detach the cable from the headphones for storage or to replace the cable if it becomes damaged. 
The cable connection is not designed for everyday use, and to prevent accidental separation, the connector has a 
snug fit. Take special care when removing and attaching the cable.

• Do not use pliers or other tools.
• Do not pull on the cable.
• Pull straight apart—not at an angle.
• Do not twist, cable is a snap fit, not threaded.
• Listen for a click when connecting.
• When reattaching the cable, match the "L" and "R" markings and the color (Red = Right).

Note: If you pull at an angle, the connector will not detach.

付属品

ファスナー付き携帯用ハードケース

¼インチねじ型金メッキアダプタ
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デュアル エグジット着脱可能ケーブル2本

交換用イヤカップパッド1組

6.35mm金メッキ標準プラグアダプタ Replacement Velour Ear Pads for SRH1440 Hard Zippered Travel Case for 
SRH1440, SRH1840 Replacement Straight Cable Assembly for SRH1440, SRH1840

仕様
トランスデューサータイプ

ダイナミック、ネオジムマグネット

ドライバーサイズ

40 mm

周波数特性

15 ～ 27,000 Hz

感度

@1 kHz

101 dB/mW

インピーダンス

@1 kHz

37 Ω
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最大入力

1000 mW

質量

本体 (ケーブルを除く): 343 g (12.1 オンス)パッケージ込み: 2.024 kg (4.46 lb)

コネクター

XXXXXX Term: "Gold-plated 3.5 mm (1/8â€�) stereo mini jack plug with 6.35 mm (1/4â€�) threaded adapter" not 
Found XXXXXXX

ケーブル

2.1, デュアルエグジット , 取外し式 , 無酸素銅（OFC)

認証
本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

CE適合宣言書は以下より入手可能です：www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認定代理店：
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Shure Europe GmbH

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部：

部門：EMEA承認

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

TEL：+49-7262-92 49 0

FAX：+49-7262-92 49 11 4

Eメール：info@shure.de

限定保証
Shure Incorporated (「Shure」) は、下記に記載された場合を除き、最初に購入した消費者に対し、本製品が通常の使

用において材質・製造ともに欠陥がないことを、ShureまたはShure認定再販業者から消費者が直接購入した最初の購

入日から2年間にわたり保証いたします。

本製品に含まれる、または同梱されている充電式バッテリーは、消費者の最初の購入日から1年間保証されます。た

だし、充電式バッテリーは消耗品であり、温度、保管期間、充電間隔等の要因により容量が減少していきます。した

がって、バッテリー容量の低下は材質または製造の欠陥には含まれません。

Shureでは、自らの判断により、欠陥製品を修理または交換して速やかに返送いたします。本保証を有効にするに

は、製品返品時にShureまたはShure認可再販業者が直接発行した購入領収書の実物を、購入証明書として提出する

必要があります。Shureが欠陥製品を交換する場合は、Shureの独自の判断により、欠陥製品を、同モデルの製品ま

たは少なくとも品質と機能が適合するモデルの製品と交換いたします。

保証期間中、本製品に欠陥があると思われる場合は、製品を注意して梱包し、購入証明書を同封し、保険をかけて郵

便料金前払いにて以下の住所のShure IncorporatedのService Department宛にご返送ください。

米国外にお住まいの場合は、販売店または認可サービスセンターまで製品をお持ちください。住所のリストは

www.Shure.comでご覧になるか、以下の住所のShureまでお問い合わせください。

本保証は譲渡できません。本保証は、本製品の濫用や誤用、Shureの使用説明書に反する使用、自然の消耗や摩耗、

天災、過失による使用、ShureまたはShure認定再販業者以外からの購入、非認可の修理、製品の改造の場合には適

用されません。

商品性または特定目的の適合性などの黙示保証は、該当する法律が許す範囲ですべて放棄され、法律が許さない範囲

では本保証の期間および条件に限定されます。Shureはまた、付随的損害または特別損害、間接的損害については一

切の責任を負いません。

黙示保証期間の制限または付随的損害もしくは間接的損害の除外や制限を認めていない州がありますので、上記の保

証制限はお客様には適用されない場合があります。本保証によりお客様は特定の法的権利を付与されますが、州に

よって異なる他の権利を持つ場合があります。

本保証は準拠法の下で義務付けられた消費者の権利を制限するものではありません。

本保証は本製品に関連するまたは含まれるその他すべての保証に優先するものとします。ただし、本製品に含まれる

または同梱されているソフトウェアは、本保証の対象外であり、当該ソフトウェアに伴うSHURE社のエンドユーザー

ライセンス合意内容が適用されます。



Shure Incorporated

7/7

サービスセンター

米国、カナダ、中南米、カリブ海諸国

Shure Incorporated

宛先：Service Department

945 Chaddick Dr.

Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

ヨーロッパ、中東、アフリカ

Shure Europe GmbH

宛先：サービス

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031

Eppingen, Germany

インドネシアService Center Resmi:

ジャカルタホットライン (021) 612 6388

メダン (061) 6612550

スラバヤ (031) 5032219

ジョグジャカルタ (0274) 371710

デンパサール (0361) 766788

マカッサル (0411) 324652


