
はじめてお使いになる方へ

注意
ご本人以外の人に使用させない
他の人が使用すると、耳を痛める原因になります。
特にお子さまが触れないようにご注意ください。

強い電波・磁力を出す機器のそばでは使用しない
大きな雑音が出て、耳を傷める原因になります。雑音が出ると
きは、使用をやめるか、その場から離れてください。

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない
本体の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど
※の原因になります。
※  血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い
圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人（高齢者）などは、
低温やけどになりやすい傾向があります。

	

購入前に病院で聴力測定をする
使い方が不適切な場合、耳を傷める原因になります。

使用前に、イヤホンパッドが外れかけていないか確認する
イヤホンパッドが完全にはめ込まれていないと、脱落し、耳を
傷める原因になります。

体に異常があるときは使用をやめる
頭痛、めまい、耳の痛みや皮膚の炎症（はれ、湿疹等）など、
体に異常があるときにそのまま使用すると、症状が悪くなりま
す。使用を中止し、医師にご相談ください。

必ずイヤホンの本体部を持って耳から水平に取り外す
コード部を持って取り外すと耳を痛める原因になります。また、
断線など故障の原因になります。

同こん品
	p本体
	p単4形アルカリ電池	.....................................................................1個
（お試し用電池ですので、実際の寿命より短い場合があります）

	pハイブリッド骨伝導イヤホン	.....................................................1個
（破損・損失した場合は本機を購入された販売店にてご購入ください）

	pイヤホンパッド（大 /中 /小）	...............................................各1個
（ご購入時は、中サイズがイヤホンに取り付けられています）

	pイヤホンフック（イヤホンが外れやすいときに使います）	...............1個
	pネックストラップ（集音器を首から下げて使います）	.....................1個

特長
wwアナログ設計なので自然に近い音質
ww単4形アルカリ電池で連続約500時間の
使用可能（静音時）
wwアナログ集音器においてトップレベルの低
雑音化を実現

毎日、疲れない程度に使い続けてください。
初めから音量を上げすぎないようにしましょう。
慣れてきたら、少しずつ使用時間をのばしていきましょう。

ww慣れたら外出して練習し
ます。
	p買い物などに出かけて、街の雑踏
などきいてみる。
	p職場や会合など複数の人の声をき
いてみる。

wwまずは家の中で練習
します。
	p新聞や本を声に出して読み、
自分の声をきいてみる。
	p身近な人と会話をしてみる。
	pテレビの音を前より小さい
音量できいてみる。

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうござ
います。
▊	取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いく
ださい。
▊	ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
▊	本書の裏面に保証書が付いています。「お買い上げ日・販
売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

本書は広げてお読みください

安全上のご注意　必ずお守りください

取扱説明書
聴覚補助器 HA-1000

使用上のお願い
汗などが入ると故障の原因になります。乾いたハンカチ
ややわらかい布などで、こまめに拭き取ってください。

ハイブリッド骨伝導イヤホン（デュアルモードイヤホン）

コード長 1.2	m

質量 8.5	g

インピーダンス 16	Ω±20%

入力 骨伝導：		15mW/200mW	(Min/max)

周波数特性 100	Hz ～ 15000	Hz

感度 骨伝導：		90	db ±5	db
空気伝導：		95	db ±5	db

集音器本体

質量 14	g（電池込	25	g）

外形寸法 縦59	mm×横32	mm×厚み20	mm

マイク部 無指向性コンデンサーマイク

使用電池 単4形アルカリ電池

電池電流 約2.5	mA

電池寿命 約500時間

雑音信号比 S/N:42	db

周波数特性 300	Hz ～４000	Hz

音圧レベル 回転ボリューム（最大120	db）

出力制限装置 2段階

雑音レベル 43	db

最大音響利得 42	db

対象難聴 軽度～中度～一部高度難聴

使用温度 0	℃～ 40	℃

 p 本機の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。

仕様

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこ
とを説明しています。
■		誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
説明しています。

	 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

	 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するお
それがある内容」です。

■		お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	
実行しなければならな
い内容です。 	

してはいけない内容
です。

警告

	

異常があったときは、電池を取り出す
wp 内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
wp 落下などで外装ケースが破損したとき
wp 煙や異臭、異音が出たとき
そのまま使うと、火災、感電の原因になります。

	

	

改造しない、分解しない
耳を傷める原因になります。

風呂場やシャワー室では使用しない
火災・感電の原因になります。 

異常に温度が高くなるところに置かない
外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になります。
窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所、ストーブ
の近くでは特にご注意ください。

警告
幼児の手の届くところに置かない
イヤホンパッドを飲み込まないようにご注意ください。
万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

必要以上に大きな音できかない
耳を傷める原因になります。

自転車、オートバイ、または自動車などの運転中には絶
対に使用しない
運転中に使用すると、交通事故の原因になります。

踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、危険な場所で
は使用しない
周囲の音がきこえず、不慮の事故の原因になります。

注意

	

電池は誤った使い方をしない
wp（＋）と（－）は逆に入れない
wp はんだ付け、加圧、加熱、分解したり、水などの液体
や火の中に入れたりしない
wp 使い切った電池は、本体から取り出す
wp 長時間使用しないときは、本体から取り出す
wp ネックレスなどの金属物といっしょにしない
wp（＋）と（－）を針金などで接続しない
取り扱いを誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂などを起こし、
火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
• 万一、液漏れが起こったら、販売店までご相談ください。
• 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してくださ
い。液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこ
すらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談く
ださい。

お手入れ
ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。

ww本体とイヤホン
やわらかい布で拭いてください。

保証書付き

wwイヤホンパッド
少しの耳あかでも機能に影響を与えることがあります。
定期的な清掃をお勧めします。
	pイヤホンから取り外して清掃してください。
	p汚れがひどいときは、せっけん水やぬるま湯で洗ってください。
洗ったあとは、よく乾かしてからイヤホンに取り付けてください。
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症状：音がきこえない／音の大きさが不十分

電源が入っていない。
	電源スイッチを「ON」にする。

電池が入っていない。	
	電池を入れる。
	電池の（＋）（－）を確認して、正しく入れる。

電池が消耗している。
	新しい電池と交換する。
	イヤホンのプラグをしっかり接続する。

イヤホンパッドの穴が詰まっている。
	イヤホンパッドを掃除し、詰まりを取る。
	マイク部分が覆われてないか確認する。
		耳穴に合ったサイズのイヤホンパッドをキチンと耳
穴に入れる。

音が小さい。	
	音を大きくする。

症状：ピー音（ハウリング）がする。

		耳穴に合ったサイズのイヤホンパッドを使い、音漏
れを防ぐ。
	本体からイヤホンを離す。
	音質を調整する。
	音量を調整する。

症状：音が不明瞭、音がひずむ。

電池が消耗しています。
	新しい電池と交換する。

症状：雑音がひどい。

	マイクに服などが当たってないか確認する。

故障かな?と思ったらつかいかた

音量や音質を調整する

使わないときは電源を切る

電源スイッチを「ON」にする

ポケットに入れたり、衣服など
にクリップで固定する場合は、
マイクが隠れないようにして
ください。

右図のように付属のネックストラップ
を取り付けることもできます。

	pイヤホンを本体に近づけると不快なピー音（ハウ
リング）が出ます。

電池を入れる

イヤホン端子にしっかり奥まで
差し込み、イヤホンを耳に入れる

この部分を押さえな
がら電池カバーをス
ライドする。

	p電源スイッチを「OFF」にする。

	p市販の単4形乾電池も使用することができます。

イヤホンにはあらかじめ中サイズのイヤホン
パッドが取り付けられています。サイズが合わ
ない場合は、付属の大小サイズから耳穴に合っ
たサイズに交換してください。

必ず耳穴に合ったサイズのイヤホン
パッドを、ご使用ください。音漏れが
してピー音（ハウリング）がする原因
になり、最大音量が制限されます。

�イヤホンパッド

音が大きく
なります

音が小さく
なります

wwイヤホンパッドの交換

「H」	：		音が大きくなります。（最大音量も上がります）
「L」	：		音が小さくなります。（最大音量も下がります）
	pピー音（ハウリング）がしている時は最大音量が制限さ
れます。

低い音が強調
されます。

高い音が強調
されます。

きき取りやすい位置に調整してください。

�電池カバー

イヤホンパッドを、
引っ張って外します。

イヤホンが外れやすい
場合は、付属のイヤホン
フックを使うと外れにく
くなります。イヤホン
コードを、イヤホンから
約25mm残し、フック
の背面にある溝にしっか
り押し込んでください。

�イヤホン端子

電源スイッチ

「音量制限」スイッチ

マイク

「音量」ダイヤル

「音質」ダイヤル

イヤホン

クリップ

25mm

保証とアフターサービス
	q保証書について
保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店・購入日」等の記入をお確かめになり、
保証内容などを良くお読みいただき、大切に保管して下さい。保証期間はお買い上げ日より１年間
です。（但し、電池・ラバーは保証の対象外です）
	q修理を依頼されるとき
サービスを依頼される前に、この取扱説明書をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中
止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。
	q保証期間中は
お買い上げの販売店まで、保証書を添えて、商品をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
	q保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合はご希望により
有償修理させていただきます。
	qアフターサービスについてご不明な点は
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店又は弊社にお問い合わせください。

（無料修理規定）
1.	 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無
料修理をさせていただきます。
イ )	無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただ
き、お申し付けください。
なお、お買い上げの販売店又は弊社に修理のご依頼をいただく際に関しての諸費用は、お客
様のご負担となります。

ロ )	お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、弊社にご連絡ください。
2.	 ご転居の場合の修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談
ください。

3.	 ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、弊社お客様ご
相談窓口へご連絡ください。

4.	 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
イ )	使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
ロ )	消耗品（電池・ラバー）の交換。
ハ )	お買い上げ後の輸送・落下などによる故障及び損傷。
ニ )	火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる
故障及び損傷。

ホ )	一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
ヘ )	本書のご提示がない場合。
ト )	本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換
えられた場合。

5.	 本書は日本国内においてのみ有効です。
6.	 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※	この保証書は、本書に明示した期間、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
てこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過
後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にお問い合
わせください。

型												式 HA-1000

保		証		期		間 本体お買い上げ日より１年間

お買い上げ日＊ 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

お＊
客
様

ご住所

お名前

電話

販＊
売
店

住所

店名

電話

有限会社西和産業　サポートセンター
大阪市淀川区西中島５－７－１４大京ビル３Ｆ
フリーダイヤル　０１２０－５７２－４１０

ご販売店様へ　＊印欄は必ず記入してお渡しください。
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ハイブリッド骨伝導イヤホン式集音器 HA-1000　保証書
本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、（無料修理規定）記載内容で無
料修理を行うことをお約束するものです。詳細は（無料修理規定）をご参照ください。
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