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このたびは、「楽ちんヒアリング」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
●		本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、	
正しくご使用ください。

●		ご使用の前に必ず「安全にお使いいただくために」を	
お読みください。

●		取扱説明書および保証書は大切に保管し、	
必要なときにご利用ください。

本製品は集音器です。
医療機器の補聴器ではありません。
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お掃除ブラシの取り出し方

■	 本体

■	 充電台×1

■	 USBケーブル（約1m）■	 お掃除ブラシ×1

■	 充電アダプター×1■	 収納ケース×1

■	 イヤーピース（ドーム型）	
　	（大・中・小	各1）

■	 イヤーピース	（きのこ型）
　	（大・中・小	各1）

マイク部

音量調整ダイヤル

開閉ボタン

電源スイッチ

※	本体は収納ケースの中に入っています。

※警告や注意の絵表示の意味はP.5をご参照ください

USBさし込み口

収納ケースは
保管時にお使い
いただけます。

指で軽くおして	
取り出してください。

※		イヤーピースは収納ケースの中に入っています。	
イヤーピース（きのこ型・小）はあらかじめ本体に
装着されています。

大
（濃白）

中
（青）

小
（薄白）

182mm×257mm

ON

OFF

ON

OFF

イヤーピースの選び方
●耳のサイズに合わせてご使用ください。	
女性は（小）、男性は（中）からお試しくだ
さい。
●耳穴が深い方、奥までしっかり入れたい
方はきのこ型をご使用ください。

　 ポイントポイント
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充電が始まると、充電ランプが以下の色に点灯します。（充電目安時間 10 時間）

充電中 充電完了

電源をオフにします。

本体を充電台に真っすぐ 
さし込みます。

コンセント、またはパソコンにさし込んで充電します。

赤色 緑色

満充電すると、約 30 時間使用できます。

ご使用の前に

1

2

3

コンセントにさし込んで充電する場合 パソコンにさし込んで充電する場合

「OFF」の位置
にします。

パソコンのUSB	
端子に接続します。

充電ランプが消灯しているときは、充電されていません。
1、2の項目を再度確認して、点灯することを確認してください。
充電時は充電ランプが赤色になっていることを確認してください。

重要
本体を奥まで
しっかり
さし込んでください。

反対向きにささないで
ください。
逆だと入りません

※さしてすぐランプが点滅しますが、すぐ再点灯します。	
再点灯しない場合は正しくさし直してください。

ON

OFF

本体を充電する

電源がオンのままだと充電ができま
せんのでご注意ください。

夜お休みの前に充電をセットしておくと、
起きてから使えて便利です。

　 ポイントポイント

　 ポイントポイント

予備充電がされているので約 10時間経つ前でも充電ランプが緑色
に変わったら充電完了です。

充電ランプ



充電が完了したら、本体を充電台から外します。4
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本体を持って	
外す

コードは持たない

充電台から外すときは、
コードではなく必ず本
体を持って外してくだ
さい。

● 電池を長持ちさせるためになるべく電池を使いきってから充電してください。
●  充電が完了したら、本体を充電台から外してください。充電アダプターもコンセントか

ら外してください。パソコンから充電した場合は、充電台をパソコンから外してください。

お願い

断線の原因になります。

あらかじめ装着されているイヤーピースのサイズが合わない場合は、付属のイヤーピースから合うサイ
ズを選び交換してください。

片手で本体を持ち、もう
一方の手でイヤーピース
の先端をつまみ、
引っぱって外します。

使用したいイヤーピース
を本体にまっすぐさし
込んで、取り付けます。

外し方 付け方

イヤーピースの交換方法 コードを持って外さない。警告
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●	本商品をしばらく使わないときは、よく掃除してから冷暗所に保管してください。

ご使用後は耳から取り外して電源をオフにします。5 「OFF」の位置
にします。使用していないときは必ず電源を OFF（オフ）にしてか

ら保管してください。
ON（オン）のままだと放電し不具合の原因になります。

お願い

音量調整ダイヤルを回して、
音量を調節します。 ※	音量は最小 1から最大

4まで調節できます。
	 ダイヤルを上に回すと、
音が大きくなります。

4

音量は 1から少しずつ大きくして
調節してください。

お願い

音量調整ダイヤル

電源をオンにします。

音量調整ダイヤルを 
「1」の位置に合わせます。

本体を耳に装着します。

メガネと併用いただくときの装着方法

本体（固い部分）を耳のラインに
沿わせて耳の裏側からかけます。
髪の毛が長い方は、髪の下に入
るように装着してください。

本体を耳にぴったり装着できた
ら、イヤーピースを奥まで耳に
入れます。

●	イヤーピースと耳の孔にす
き間ができないサイズを選
んでしっかりつけ、奥まで入
れてください。

●	雑音が入る場合があります
ので、なるべくマイク部に
髪がかからないようにして
ください。

マイク部

耳とメガネのフレームのすき
間に、本体（固い部分）を沿
わせて入れてきます。

本体を耳にぴったり装着
できたら、イヤーピース
を耳に入れます。

マイク部

　 ポイントポイント

耳を顔側に少し倒して、耳と
メガネのフレームの間にすき
間をつくります

ここに
すき間をつくる

ご使用方法

1

3

2

コードを引っぱって本体の位置を調整しないでください。 断線の原因になります。

防水ではありませんので水に濡らさない。

お願い

ハウリングについて
装着時に多少ハウリング
（ピー音）が発生すること
がありますが、正しく装着
すれば音が消えます。

重要

左右どちらの耳にも取り付けることができます。

注意

「ON」の位置
にします。

（スイッチの箇所が
緑色になります)

2

「1」の位置に	
合わせます

1



実行しなければいけない「指示」内容です。

警
告

ご使用になるお客様や他の人が、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。ご使用
の前に次の内容をよくお読みいただいた上、正しくお使いください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明します。

〈表示の説明〉

警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意「人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される」内容

してはいけない「禁止」内容です。

安全にお使いいただくために

■	本体の取り扱いについて

次のような症状が表れたときは、本製
品の使用を中止し、すぐに医師に相談
する。
症状が悪化する原因になります。
●	耳を治療中、もしくは治療が必要になっ
たとき

●	耳の中に痛みがある場合
●	先天的または外傷による明らかな耳の
変形がある場合

●	急激または急速な難聴の進行が生じた
経験がある場合

●	急性または慢性のめまいがある場合
●	耳垢、または異物の集積が明らかな場
合

●	耳漏が生じたとき、もしくは耳漏を生じ
た経験がある場合

●	耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ、湿
疹が生じたとき

●	耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき
●	本製品の外観、音質、音量等に異常を
感じたとき

●	本製品と接する皮膚が、かぶれたり湿
疹ができたりしたとき

●	使用中に耳だれが生じたり、何らかの
事情で耳の治療が必要になったとき

●	以前に比べ、耳の聴こえが悪くなった
とき

●	めまいや吐き気、胸の痛みなど、普段
と違う症状を感じたとき

使用前に必ず点検をする。
破損、割れ、亀裂、不具合などがある場合
は直ちに使用を中止し、裏表紙のカスタマー
サービスセンターに修理をご依頼ください。
そのままご使用を続けると感電・火災・ケ
ガの原因になります。
次のような方は医師（主治医）に相談
の上で使用する。
場合によっては、本製品をご使用になれな
い場合があります。
●	耳の手術を受けたことのある方
●	耳だれのある方
●	耳垢の多い方
●	急性または慢性のめまいのある方
●	外耳道に湿疹、痛みまたは不快感のある方
●	長期にわたって継続して使用する方
使用中や使用直後は、本体の一部が熱く
なっている場合があるので、取り扱いに注
意する。
やけどの恐れがあります。

分解	
禁止

お客様自身による分解、改造、修理は
絶対にしない。
火災、ケガの原因になります。
必要以上に大きな音量で使用しない。
耳を傷める原因になります。

水ぬれ	
禁止

本製品を水につけたり、ぬらさない。
感電、故障、ケガの原因になります。

5



警
告

注
意

注
意
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■	充電台、充電アダプターの取り扱いについて　
AC100V 50/60Hz のコンセントに接
続して使用する。
故障や発熱による火災の原因になります。
タコ足配線など、コンセントや配線器具
の定格を超える使い方をしない。
発熱による火災の原因になります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜きさしした
り、電源が入った状態の本体を触らない。
感電の恐れがあります。

水場で
使用禁止

浴室内や湿気の多いところで充電し
ない。
感電・故障の原因になります。

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

下記のような場合は、直ちにご使用を
中止し、電源プラグをコンセントから抜
き、裏表紙のカスタマーサービスセン
ターに修理を依頼する。
そのままご使用を続けると、感電、火災、
やけど、ケガ、故障の原因になります。
●	本製品が破損した場合
●	本製品に異常を感じた場合
●	使用中にこげくさい臭いや煙が出た場合
●	部品が破損または紛失した場合
電源プラグが曲がった場合は、使用を中止
する。
裏表紙のカスタマーサービスセンターにご連絡く
ださい。そのままご使用を続けると感電・火災・
やけどの原因になります。

使い始めは音量を小さめにしてから使
用する。
耳を傷める原因になります。
取扱説明書で指示されている部品（当
社が推奨または販売している部品）以
外は使用しない。
故障やケガの原因になります。
ぶつけたり、重いものを上に載せたり、
無理な力を加えない。また、無理に部
品を引っ張るなど、乱暴に扱わない。
破損し、感電・火災・事故の原因になります。
本製品を次のような場所に設置・保管
しない。
感電・故障の原因になります。
●	極端に高温、低温になる場所
●	暖房器具などの熱源や火気の近く
●	浴室内など水のかかりやすい、または多
湿の場所

●	ホコリが多い場所
●	野外、直射日光の当たる場所
●	有害物質の近く
●	滑りやすいものの近く（グリース、油、雪、
未乾燥の塗料など）

以下の場合は使用しない。
思わぬ事故やケガの原因になります。
●	本製品が故障や劣化した場合	
●	本製品が化学物質で腐食した場合	
●	本製品が熱で変形した場合
お子様には使用させない。
思わぬ事故やケガの原因になります。
他人に本製品を貸したり、他人から借
りたりしない。
耳を傷めたり、耳の病気が感染する原因に
なります。
故障していたり、故障と思われる場合
は、使用しない。
思わぬケガの原因になります。
就寝時には使用しない。
事故や体調不良の原因になります。
監督が必要な人は使用しない。
思わぬケガの原因になります。
お子様やペット（動物）の手の届かな
いところに保管する。
思わぬ事故やケガの原因になります。

電源プラグは、根元まで確実にさし込む。
不完全なさし込みのまま使用を続けると、
感電・火災の原因になります。
組み立てや取り外し、または移動やお
手入れをする場合、電源プラグをコン
セントから抜く。
ケガや火災の原因になります。
電源プラグは、定期的に乾いた布でホ
コリを拭き取る。
そのまま使用を続けると、火災の原因にな
ります。

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

使用後は電源プラグをコンセントから
抜いて保管する。
接続したままでは事故の原因になります。
使用しないときは電源を OFF（オフ）
にし、電源プラグをコンセントから抜く。
故障や思わぬ事故やケガの原因になります。

安全にお使いいただくために（続き）
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● 本製品は家庭用なので、業務用として使用
しないでください。

	 故障の原因になります。保証の対象になりません。
● 本製品はおもちゃではありません。
● MRI（磁気共鳴画像診断装置）診断や電磁

波を利用した装置を使用する治療を受ける
ときは、本製品を使用しないでください。

	 故障の原因になります。
● 携帯電話および PHS（簡易携帯電話）と一

緒に本製品を使用しないでください。
	 ノイズが入ったり音が小さくなる原因になります。
● 本製品は、平らで乾燥した清潔な場所に保

管してください。
	 故障の原因になります。
● 激しい運動をするときは、本製品を使用し

ないでください。
	 落とすと、破損する恐れがあります。

使用上のご注意
● 洗面所や道路などで、本製品をつけ外ししな

いでください。
	 落とすと、破損する恐れがあります。
● 入浴や洗顔の際には、本製品を使用しないで

ください。外した後は、乾いた場所に保管し、
ぬれた場所には置かないでください。

	 故障の原因になります。
● ヘアスプレー・香水など、気化するものと一

緒に使用しないください。
	 故障の原因になります。
● 本製品は清潔に保ってください。
	 汚れは故障の原因になります。
● お手入れには下記の溶剤や洗剤を使用しない

でください。
	 割れや破損により、感電・火災・事故の原因になり
ます。
・ベンジン、シンナー　・液体洗剤　・スプレー洗剤	
・アルコール入り洗剤　・洗濯用洗剤　・漂白剤	
・研磨剤　・腐食剤　・潤滑剤

本製品に使用しているバッテリー電池（ニッケル水素電池）はリサイクル可能な資源です。
使用済みのバッテリー電池は、ニッケル水素電池リサイクル協力店へお持ちください。

バッテリーについて

イヤーピースの穴
は先端で

使用前後にイヤーピースを外して付属の
お掃除ブラシで掃除します。
●		耳垢などのゴミで音口部が詰まらないように定期的に掃
除してください。

	 ゴミが詰まると音が聞こえにくくなる場合があります。
●		本体を拭くときは、乾燥した清潔な布を使用してください。
	 	汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものを含ませ
た後、かたく絞った布で拭いてください。

お手入れ・保管方法

●	子どもや監督が必要な人の手の届かない、落下しにくい安全で乾燥した場所に保管してください。
●	次のような場所には保管しないでください。

本体はブラシで

・	極端に高温・低温になる場所
・野外や直射日光のあたる場所
・ほこりや湿気の多い場所
・油煙や湯気のあたる場所

・熱源器や火のそば
・お子様、ペットの手の届く場所
・有害物質の近く
・	滑りやすいものの近く（グリース、油、雪、未乾燥の塗料など）

ハウリングがする場合には以下を確認してください。
□イヤーピースのサイズは合っていますか？　　□装着時に手でカバーするなど本体を覆っていませんか？
□音量が大きくないですか？	音量を「1」に戻してから、少しずつ音量を上げてください。
□イヤーピースと本体を近づけすぎていませんか？

　 ポイントポイント
ハウリングについて



【品名 : 楽ちんヒアリング】

お客様ご氏名： 様

お客様ご住所： 〒

お客様電話番号（購入時）：

ご購入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

保証期間：ご購入日より　1 年間

不具合に関するご相談ならびにご不明な点は、下記のカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
保証とアフターサービス

※交換・修理をご希望される場合、本書とお買い上げ証明（お買い上げ明細書、レシート、領収書など）の提示が必要となりますので、
　保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。　

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生しました場合、下記の無料交換・修理規定にしたがって無償にて交換・修理を行うことをお約束するものです。
この製品が、万一保証期間内に不具合や故障が発生した場合は、ショップジャパン カスタマーサービスセンターにご連絡願います。
保証期間内に限り無料にて交換・修理をさせていただきます。

保 証 書

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で交換・
修理をお約束するものです。したがって、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
後の交換や修理などについてご不明な点がありましたら下記の当社
カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

無 料 交 換・修 理 規 定

保証期間経過後の修理・交換につきましては、ご希望により有料で承ります。
ただし、故障の内容、不具合の状態、製品・部品の在庫状況などにより修理もしくは交換をお受けできない場合もございます。
有料修理・交換の内容につきましては、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

ア フ ター サ ー ビ ス

1．取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で不具
合が生じた場合は保証期間内に限り無料交換・修理いたします。

2．保証期間内でも次の場合には有料交換または有料修理となります。
（イ）本書の提示がない場合。
（ロ）本書がない場合および本書の字句を書き替えられた場合。
（ハ）使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
（ニ）お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれなどによる故障および損傷。
（ホ）火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の
 天変地異による故障および損傷。

（ヘ）過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。
（ト）故障の原因が本商品以外にある場合。

（チ）付属品などの消耗品の交換。
（リ）車輌船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
（ヌ）一般家庭用以外の用途（業務用など）で生じた故障および損傷。
（ル）取扱説明書に記載された内容を守られない場合の故障。

3．本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
4．保証に関して不明の点がありましたら、カスタマーサービスセンター

にお問い合わせください。
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。

製品の廃棄に関して 廃棄の際は、廃棄する地域の行政・自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。

ショップジャパンは楽ちんヒアリングの正規輸入販売元です。

〒461-0005  愛知県名古屋市東区東桜1-13-3  NHK名古屋放送センタービル14F

株式会社 オークローンマーケティング

正規輸入販売元

お問い合わせ ｜ ショップジャパン カスタマーサービス

商品の使い方やQ＆Aはこちらから

ショップジャパン サポート

固定電話 無 料

携帯電話 有 料
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仕様

本体
電源 充電式（NiMH）

充電アダプター
入力 AC100～ 240V		50/60Hz

使用時間 約 30時間 出力 DC5V、1.2A
重量 5g 充電時間 約 10時間

管理番号：RAH20180810T1-04


