FMラジオ付き集音器
本製品には以下の内容が含まれています。内容に不足がないかお確かめください。

イヤホンケーブル
ケーブルクリップ

イヤホン・スピーカー切替

音量(-)
音量(+)

充電用端子

充電ケーブル

「快聴 S20」本体
イヤーパッド[大]・[小]
([中]は本体に付属)

集音/ラジオボタン

取扱説明書

マイク

スピーカー

このたびは、FM ラジオ付き集音器「快聴 S20」をお買い求
め頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本
書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お
読みになった後は大切に保管してください。

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、電気製品
は間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故
などの危険な状態を引き起こす場合があります。事故を防ぐ
ために次の内容を必ずお守りください。

この注意事項を守らないと火災・感電・
発熱・発火により死亡や大けがの原
因となります。

電源ボタン
充電器

この注意事項を守らないと火災・感電・
発熱・発火により死亡や大けがの原
因となります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水
が入った場合はすぐに使用を中止し、充電器をコンセント
から抜いて、お買い上げ店または弊社ユーザーサポート係
までご相談ください。

雷が鳴りだしたら、充電器に触れない
感電の原因となります。

充電するときは、必ず付属の充電器、充電ケーブルをお使
いください。破裂や電池の液漏れ、加熱などにより、火災
やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

感電の原因となります。

本体や充電器を布団などでおおった状態で
使わない
熱がこもりケースが変形したり、火災の原因となることが
あります。

分解しない
故障や感電の原因となります。内部の点検および修理は、
弊社ユーザーサポート係にご相談ください。

火気のあるところや炎天下で充電したり放置
しない

通電中の充電器や製品に長時間触れない
長時間皮膚が触れると、低温やけどの原因となる場合があ
ります。

離着陸時の航空機内で使わない
事故の原因となる場合がありますので、各航空会社の規定
に従ってください。
長時間使用しないときは、安全のため充電器のプラグを
コンセントから抜いてください。

充電器を差し込んだままお手入れをすると、感電の原
因となる場合があります。安全のため充電器のプラグを
コンセントから抜いてお手入れをしてください。

はじめからボリュームを上げすぎない
突然の大きな音で耳を痛める場合がありますので、最初は
小さな音量で装着し、徐々に大きくしてください。

スピーカー

充電式電池について
●付属の充電ケーブル以外で充電しないでください。
●火の中に入れたり、分解、加熱しないでください。
●火のそばや直射日光の当たるところ、
炎天下の車内など、高温の
場所で使用・保管・放置しないでください。
●外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしないでください。

日本国内での充電式電池の廃棄について
リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウ
ムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼っ
てリサイクル協力店へお持ちください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については
有限責任中間法人 JBRC ホームページ
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html
を参照してください。

電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、

使用上のご注意

下記の注意事項を必ずお守りください。

●本製品は医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
●本製品は無線方式のヘッドセットではありません。
●本
�製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり
正しくご使用ください。
●本製品を本来の目的以外の用途に使用しないでください。
●落 と し た り ぶ つ け た り な ど の 強 い シ ョ ッ ク を 与 え な い で く だ
さい。
●汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

充電式電池が液漏れしたとき
この注意事項を守らないと けが をした
り、周辺の 家財に 損害を与えたりする
ことがあります。

LEDランプ

長時間使用しないときは充電器を抜く

お手入れの際は充電器を抜く

ぬれた手で充電器を触らない
指定以外の充電器を使わない

イヤホン

取扱説明書

充電式電池が液漏れしたときは素手で液をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、弊社ユーザーサポートにご相
談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこす
らず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師
の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、
すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるとき
には医師に相談してください。

■電源を入れる/切る

■充電する

電源ボタン

電源を入れるとき：
② 緑色のLEDランプが点灯したら充電完了です。

①電源ボタン
を約2秒間押し続けます。
②LEDランプが点灯、または点滅し、電源が入ります。
(集音：緑点滅/FM：青点灯)

LEDランプ
8

電源を切るとき：

充電用端子

①電源ボタン
を約3秒間押し続けます。
②LEDランプが消え、電源が切れます。
③直前のモードが保存されます。(集音/FM)

■音量を調節する
音量ボタン(＋/－)で音量を調節できます。

※修理をご依頼になる前に、以下の内容をご確認ください。

音量ボタン

■電源が入らない

●本書の無断転載を禁止します。

→本機を充電してください。
→充電中は電源を入れることができません。本機から充
電ケーブルをはずしてから電源を入れてください。

充電器
－

弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびア
フターサービス等を行っておりません。ご了承ください
We bear no responsibility for any damages or losses arising
from use of, or inability to use, this product outside of Japan
and provide no technical support or after-service for this
product outside Japan.

＋

充電ケーブル

本機を装着する前に必ず、音量を小さくしてく
ださい。大きな音量に設定されたまま装着す
ると、聴覚に支障をきたす可能性があります。

■集音モード/FMモード

■LED点滅について

集音モード：
①集音/ラジオボタン
を押し、集音モードを選択します。
(LED：緑点滅)
②音量ボタン(＋/－)で音量調整ができます。
③スピーカーモードはご利用できません。

操作
電源ON

①集音/ラジオボタン
を押し、FMモードを選択します。
(LED：青点灯)
②音量ボタン(＋/－)で音量調整ができます。
③モード切り替えスイッチでイヤホン/スピーカーモードを
選択可能です。
④音量ボタン(＋/－)長押しで周波数を選択可能です。

を約2秒間押し続ける

電源ボタン

を約3秒間押し続ける

集音モード

集音/ラジオボタン

を短く一回押す 緑点滅

FMモード

集音/ラジオボタン

を短く一回押す 青点灯

音量(＋/－)

音量ボタン(＋/－)を短く一回押す

周波数変更

音量ボタン(＋/－)長押し

イヤホンモード/ モード切り替えスイッチを切り替える
スピーカーモード

↔ スピーカー

＋ イヤホン

集音/ラジオボタン

LEDランプ

LED：OFF
緑点灯

充電完了

イヤホン
イヤホン・スピーカー切替

集音モード
(緑点滅)
FMモード
(青点灯)

電源OFF

FMモード：

電源ボタン

LED点滅

青点灯

■ピーピーまたはザーザーという音が気になる
→故障ではありません。
→スピーカーなどのそばから離れてみてください。
→音量を下げてみてください。
→マイクの穴がふさがれていないか確認してください。
→初めて使用する場合は、
あらゆる音が聞こえやすくなるため、
雑音と感じる音が多くなることがあります。
慣れるまでしばらく
使用いただき、
それでも気になる場合はサポートへお問い合わ
せください。

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-17-4 第２丸芝ビル 2F
TEL:03-6809-1702 WEB：http://inbyte.jp/

快聴

S20

■テレビの音がよく聞き取れない
→音量を上げてみてください。

■話し相手の声がよく聞き取れない
→音量を上げてみてください。
→相手の方と向かい合って話してみてください。

型番
周波数帯域
基準周波数
最大音響利得
最大出力音圧レベル
イヤホンインピーダンス
外形寸法
質量
電池
連続使用時間
(ボリューム：中)
動作温度

快聴 S20
200Hz ～ 8,000Hz
1,000Hz / 1600Hz / 2500Hz
35dB
120dB SPL
32 Ω
38g(電池含む)
内蔵リチウムイオンポリマー
充電池 320mAh
最大40時間（集音）
最大16時間（FMラジオ：イヤホン）
最大8時間 （FMラジオ：スピーカー）
0℃～ 40℃

●お客様へ
本保証書は、保証規定に基づき製品に対し保証するもの
です。お客様欄をご記入のうえ、大切に保管してください。
販売店欄に記入がない場合は、お買い求めのお店に記入
していただいてください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限する
ものではございません。
●販売店様へ
お客様へのお渡し時に、販売店欄にご記入もしくは押印
ください。

故障かな？と思ったら… の項目

