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はじめに
この度はリサウンド製品をお買い求めいただき、誠にありがと
うございます。

この取扱説明書ではシンプルリモコンの操作手順、機能、故障
が疑われる場合の原因と対策などについて説明しています。お
使いになる前に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。また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に
保管してください。
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 ■表示内容を無視して誤った使い方をし
たときに生じる危害や損害の程度を次
の表示で区分し、説明しています。

警告
この表示を無視して誤っ
た取扱いをすると、使用
者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。

注意

この表示を無視して誤っ
た取扱いをすると、使用
者が損害を負う可能性が
想定される内容および物
的損傷の発生が想定され
る内容を示しています。

 ■お守りいただく内容の種類を、次の
表示で区分し説明しています。

禁止 この表示は、してはいけ
ない「禁止」の内容です。

重　　傷： 失明・ケガ・火傷・骨折・
中毒など、後遺症が残った
り治療のための入院や長期
の通院を必要とするものを
示します。

軽　　傷： 重傷に該当しないケガ・火
傷などを示します。

物的損傷： 家屋・家財ならびに人身以
外の家畜やペットに関わる
拡大損害を示します。

使　用　者： 本機器の使用者を想定して
います。ただし、使用者は
購入者だけでなく、その家
族・友人など第三者・購入
者から製品を譲渡された者
などを含みます。

安全上のご注意（必ずお守りください）
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ
なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた
めに、いろいろな絵表示をしています。表示内容を良く理解し
てから本文をお読みください。
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シンプルリモコンの構造
表面：
1. お知らせライト

2. 音量調節ボタン（＋）

3. 音量調節ボタン（－）

4. プログラム選択ボタン

裏面：
5. 電池ケース

6. ペアリングボタン

7. ストラップホール

 メモ：小さな矢印のマークを参考にし
て、電池ケースのカバーが確実に閉ま
っていることを確認してください。
 メモ：シンプルリモコンにはリモコン
機能をON/OFF するスイッチはありません。

5.

6.

7.

2.

1.

3.

4.
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シンプルリモコンの使い方
ペアリング（補聴器とシンプルリモコンの接続）
シンプルリモコンをご使用いただく前に、お使いの補聴器とシ
ンプルリモコンをペアリングする必要があります。以下の手順
でペアリングしてください。

 メモ：シンプルリモコンのペアリングは、お買い求め
の販売店で完了していることがあります。

1. 補聴器の電源はオフにしてお
きます。先の細いペンかそれ
に類するもので、シンプルリ
モコンの裏面にあるペアリン
グボタンを押します。ペアリ
ングボタンを押すと、シンプ
ルリモコンが20秒間ペアリ
ングモードになります。

2. 補聴器の電源をオンにして、シンプルリモコンのそばに
置きます。
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3. ペアリングが完了すると、補聴器側でお知らせ音が鳴り
ます。

4. これでシンプルリモコンをご使用いただけます。

 警告：シンプルリモコンのご使用中に、皮膚に刺激を
感じられた場合は、お買い求めの販売店にご相談くだ
さい。

 メモ：ご使用する補聴器以外にはシンプルリモコンを
接続しないでください。

お知らせライトについて
音量調節ボタンまたはプログラム選択ボタンを押すと、シンプ
ルリモコンのお知らせライトが毎回点灯します。

シンプルリモコンがペアリングモードのときは、お知らせライ
トが2秒おきに点滅します。
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補聴器の音量調節
お使いの補聴器は適切な音量に調整されていますが、お好みに
合わせて手動で調節することもできます。次のように音量を調
節してください。

1. 音量調節ボタンの上側（＋）を押す
と、音量が上がります。

2. 音量調節ボタンの下側（－）を押す
と、音量が下がります。

 メモ：補聴器の電源をオフにして
もう一度電源をオンにしたときは、
補聴器の音量が初期設定に戻りま
す。
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 メモ：音量調節ボタン（－）を1秒以上押し続けると、
補聴器を消音状態にできます。いずれかのボタンを押
せば、消音状態は解除されます。

補聴器のプログラム変更
1. プログラムを変更するには、プログ

ラム選択ボタンを押します。

 メモ：補聴器の電源をオフにしてか
らもう一度電源を入れると、補聴
器のプログラムは初期設定に戻りま
す。

TV ユナイトⅡ /マルチマイク /マイクロマイク
（オプション）を使用する場合
お買い求めの販売店によってワイヤレスプログラムが利用可
能な状態に設定されている場合、お使いの補聴器にTVユナイ
トⅡ /マルチマイク /マイクロマイク（別売オプション）から
の音声を入れることができます。次の手順に従ってワイヤレス
プログラムを起動してください。
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ワイヤレス音声受信モードの開始
1. プログラム選択ボタンを1秒以

上、またはお知らせ音が鳴るま
で押し続けます。これでお使い
の補聴器が、ワイヤレスプログ
ラムに切り換ります。

 メモ：お使いの補聴器でワイヤ
レスプログラムが複数設定され
ている場合は、再度1秒以上プ
ログラム選択ボタンを押すと、
次のワイヤレスプログラムに切
り換ります。

2. プログラム選択ボタンを軽く押すと、
以前に使用していたプログラムに戻り
ます。
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シンプルリモコンのロック
シンプルリモコンをロックしておくと、ポケットに入れて持ち
運ぶときなどの不要な動作を防止できます。

1. プログラム選択ボタンと音量調節
ボタン（－）を同時に 5秒間押し
続けます。シンプルリモコンの上
部にあるお知らせライトが3回点
滅します。

2. シンプルリモコンのロックを解除
するには、1の手順を繰り返しま
す。ロックが解除されると、お知
らせライトが1回だけ点滅します。 

 メモ：ロックされている状態でシンプルリモコンのボ
タンを押すと、そのたびにお知らせライトが3回点滅
しますが、それによって音量や選択されているプログ
ラムが変わることはありません。
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電池交換の仕方
電池
シンプルリモコンには CR2032コイン型リチウム電池をご
使用ください。

電池交換
 メモ：必ずお買い求めの販売店がお勧めする新品の電
池をご使用ください。

1. コインを使って電池ケースを反時計回りに回して開き
ます。
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2. 図に示すように電池を置きます。必ず＋のマークを上に
向けてください。
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3. 電池ケースのカバーを元に戻し、コインを使って時計回
りに回して閉めます。電池ケースのカバーに浮きなどが
無いか、また矢印のマークが合っていることを確認して
ください。これでシンプルリモコンをご使用いただけま
す。

  

 メモ：電池ケースのカバーを閉じたときに、電池ケー
スのカバーの矢印マークと本体側の矢印マークが一致
しているか確認してください。この位置になっていな
い場合、カバーは完全に閉じていません。

 メモ：もし電池ケースのカバーの取り付けが正しくな
いと考えられる場合、お買い求めの販売店へご相談く
ださい。
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電池ケースが確実に閉まっていることを確認する
方法

電池ケースが確実に閉まって
いるか確認するには、矢印
マークを確認します。以下の
図に示すように矢印マークが
一致しているか確認します。

矢印マークが一致していない
場合、電池ケースは確実に閉
まっていません。
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シンプルリモコンを水平に持
ち、カバーが本体から浮いて
いないことを確認します。

電池ケースのカバーが浮いて
いる場合、カバーは確実に閉
まっていません。
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 電池に関する警告
お使いのシンプルリモコンはコイン型電池で動作します。シン
プルリモコンをご使用いただく前に、次の安全情報をよくお読
みください。

1. 電池を誤って飲み込むと、健康を脅かす恐れがありま
す。

• コイン型リチウム電池は化学火傷を引き起こす恐れ
があります。絶対に口に入れないでください。

• 使用済みおよび新品の電池はお子様、知的障害のあ
る方、およびペットから離れた場所に保管してくだ
さい。

2. 電池を飲み込んだことが疑われる場合は、すみやかに医
師または病院にご相談ください。この種類の電池を飲み
込んでしまった場合、早ければ2時間以内に重度の体
内火傷が発生し、致命傷になる恐れがあります。

3. シンプルリモコンを数日間ご使用にならない場合は、必
ず電池を取り外してください。液漏れが発生する恐れが
あります。
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4. 電池は環境に有害です。絶対に電池を燃やさないでくだ
さい。使用済みの電池はお住まいの市町村の指示に従っ
て処理してください。

5. 電池ケースのカバーはお子様、知的障害のある方、およ
びペットから離れた場所に保管してください。誤って飲
み込むと大変危険です。

6. 電池ケースが安全かつ確実に閉まらない場合は、シンプ
ルリモコンの使用を中止し、お子様、知的障害のある方、
およびペットから離れた場所に保管してください。

7. 絶対にコイン型リチウム電池を充電しないでください。
液漏れや爆発が起きる恐れがあります。

8. 電池内部の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付
着したときは、失明やケガなどの恐れがありますので、
きれいな水で洗い流し、ただちに医師へご相談くださ
い。

9. ショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一
緒に携帯・保管しないでください。

10. 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
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日ごろのお手入れ
シンプルリモコンの清掃の仕方
1. シンプルリモコンの清掃には、乾いた布をご使用くださ

い。機器の清掃に家庭用洗剤（粉末洗剤、石けんなど）
やアルコールは絶対に使用しないでください。

2. シンプルリモコンを清掃するときや電池を交換するとき
は、必ず柔らかい面にシンプルリモコンを置いてくださ
い。このようにすることで、床への落下を防止できます。

3. シンプルリモコンを過度の湿気や熱にさらさないでく
ださい（入浴中や水泳中に使用したり、ラジエーターや
車のダッシュボードに放置したりしないでください）。

4. シンプルリモコンに過度な衝撃や振動を加えないでく
ださい。



20

 注意：シンプルリモコンの清掃には、絶対に水などの
液体を使用しないでください。シンプルリモコンが故
障する恐れがあります。

 メモ：シンプルリモコンの廃棄方法についてご不明な
点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談く
ださい。
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故障かな？と思ったら
症状  考えられる原因 対策
ボタンを押しても
ライトが点灯しな
い。

1. 電池が消耗して
います。

2. 電池の向きが間
違っています。

3. シンプルリモコ
ンが補聴器と通
信中です。

1. 電池を交換して
ください。

2. 電池を正しい向
きに置いてくだ
さい。

3. 数秒間待ってか
らもう一度ボタ
ンを押してくだ
さい。

ボタンを押すとお
知らせライトが点
灯するが、音量ま
たはプログラムが
変わらない。

シンプルリモコン
が動作範囲から外
れています（ポケ
ットの中など）。

シンプルリモコン
をご自身に近づけ
て、数秒間待って
からもう一度ボタ
ンを押してくださ
い。
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警告
 一般的な警告事項

1. シンプルリモコンを高温や高湿度には絶対にさらさな
いでください。

2. 運転中はシンプルリモコンを使用しないでください。
3. 爆発の危険がある場所や、可燃性ガスが発火する危険の

ある場所では使用しないでください。
4. X 線放射（CTスキャン）やMRI スキャンなどは本機

器の正常動作に悪影響を及ぼすことがあります。X線治
療等を受ける前に治療室の外に保管しておくことをお
勧めします。

5. 3歳未満のお子様の手の届く場所にシンプルリモコンを
置かないでください。

6. シンプルリモコンは作動中の機械から離れた場所に保
管してください。

7. 本製品が過熱した場合、本製品を落下または損傷させて
しまった場合、または本製品を水没させてしまった場合
は使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談くださ
い。
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8. 本製品を雨や湿気、その他の液体にさらさないでくださ
い。本製品が損傷したり、お客様が負傷したりする恐れ
があります。

9. シンプルリモコンはデジタル符号化された微弱電波を
使って他のワイヤレス機器と通信します。それにより、
近くにある電子機器が影響を受けることがあります。そ
のような場合は、影響を受けている電子機器からシンプ
ルリモコンを離してください。

10. シンプルリモコンは他の装置による干渉を受けることが
あります。シンプルリモコンの使用中に電磁干渉を受け
る場合は、電磁波源から離れてください。

 一般的な注意事項
1. 飛行機に乗るときや無線通信機器の使用が禁止されて

いる区域に入るときは、シンプルリモコンは使用しない
でください。フライトモードにすることによって補聴器
の無線送信が無効になります。ご使用の補聴器をフライ
トモードに設定する方法については補聴器の取扱説明
書でご確認ください。
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2. 周囲にある機器と干渉して補聴器が応答しない場合、そ
の場所を離れてください。

3. 電子機器の使用が禁止されている場所では本機器を使
用しないでください。

4. ご使用の補聴器と本機器をペアリングすると、固有の識
別コードが付与されます。これによって本機器は、他の
人が装着している補聴器に影響を及ぼしません。

5. 高出力の電子機器や大型の電子装置、金属構造物の影響
によって通信距離が著しく縮小することがあります。

6. シンプルリモコンを分解または改造すると、シンプル
リモコンが損傷する恐れがあります。本取扱説明書の
「故障かな？と思ったら」に記載されている対処法に従
っても解決できない問題が発生した場合は、お買い求め
の販売店にご相談ください。

7. シンプルリモコンの修理は認定サービスセンターでの
み対応しています。
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アフターサービス
保証書（別添付）
お買い上げ日、販売店名などの記入を必ずお確かめになり、大
切に保管してください。保証適用時には、保証書が必要となり
ます。

修理について
• 保証期間中
保証書を添えてお買い求めの販売店へお持ちください。保証
書の規定に従って、修理いたします。保証期間終了後及び保
証書の提示がない場合は有料となります。
• 保証期間後
お買い求めの販売店にご相談ください。修理により使用可能
な場合は、ご要望により有料で修理いたします。

仕様について
改良のため仕様は予告なく変更される場合があります。
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この機器の使用周波数は2.4GHz 帯です。この周波数帯では
電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無
線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体
識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマ
チュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されて
います。

1. ワイヤレスアクセサリーを使用する前に、近くで「他の
無線局」が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発
生した場合には、速やかにこの機器の使用場所を変える
か、または使用を停止（電波の発射を停止）してくださ
い。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときには、弊社の
カスタマーサービス（0120-921-310）までお問い
合わせください。

2.4 FH 1
2,400 2,427 2,470.75 2,483.5 MHz

この機器は 2.4GHz 帯を使用しています。変調方式として
FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。



27

主な仕様
外形寸法：  73 × 35 × 14mm

質量：  22.5g

電源：  CR2032 コイン型リチウム
 電池

通信距離：  最大 3メートル

使用周波数帯域：  2.4GHz 帯

使用可能温度：  0 ～ 55℃

保管温度：  -20℃～60℃

公称RF送信出力レベル：  4dBm

© 2019 GN Hearing A/S.All rights reserved.ReSound 
is a trademark of GN Hearing A/S.



製造販売元
GNヒアリングジャパン株式会社
一般のお客様電話番号  0120-921-102
販売店様専用電話番号  0120-921-310
                           FAX番号  0120-636-392

受付：月曜～金曜　午前9時～午後5時30分
（土日祝日、年末年始は休み）

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル8F
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