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QuickGuide - JP



仕様
整音器(受信器:ME-700R)
カラー

最大出力レベル

最大音響利得

寸法

質量

駆動と充電時間

両耳イヤホン

ワイヤレスマイクロフォン(送信機:ME-700T)
カラー

マイクの指向性

ダイレクトオーディオ出力

最大出力電圧

寸法

質量

駆動と充電時間

内容品
整音器

(受信器:ME-700R)

ワイヤレスマイクロフォン
(送信機:ME-700T)

両耳イヤホン

普通イヤーピース

穴あきイヤーピース

収納ポーチ

USBケーブル

3.5mmケーブル

AV 端子コード

AC アダプタ

白

118±4 dBSPL@2,900Hz 

60±5db 

32.5 mm（高）* 36 mm *（幅）*14.9 mm（厚）

12.2グラム

約1時間の充電でフル充電ができて、
最大約3時間使用可能。

   

黒

オムニ方向(全指向性)

ステレオ

1.2 V 

32.5 mm （高）* 36 mm *（幅）*14.9 mm （厚）

12.2g

約1時間の充電でフル充電ができて、
最大約3時間使用可能。



各部の名前 

ME-700

*風雑音抑制器

マイク

*マイク

マイク

電源ランプ

イヤホン端子

電源スイッチ

ワイヤレスマイクロフォン切替
(長押しすると設定リセットに移行します。)

音量アップ

音量ダウン

USB充電端子

電源スイッチ

設定 リセット

○ 整音器(受信器)

● ワイヤレスマイクロフォン(送信機)

このたびはメリーの製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、安全上のご注意に従い、正しくご使用ください。
この製品は充電式リチウム電池が採用されています。初めて起動する際にはフル充電をしてください。
注意：バッテリー耐用年数を最大限まで引き延ばすために、本体を湿気のない5-40̊Cの涼しい場所で
保管してください。

*風雑音抑制器とは定常音（一定の音で持続的な音）が雑音として認識されてその音を小さく
する装置です。

（マイクではあり
   ません）



電源スイッチ

音量アップ

音量ダウン

接続キー

電源スイッチ

使い方

電源ランプ

電源ランプ

A. イヤホンを本体 に差し込む
使用前にイヤホンを本体にしっかりと挿入してください。

* 注意：イヤホン端子の挿入が不十分になると音声が届か
ない可能性があるので、少し力をいれて「カツンッ！」と
音がなる感覚で最後まで入るようにしてください。

B. イヤホンをつける
イヤホン表記のRは右耳に、Lは左耳に入れます。

C. 本体の電源を入れる
電源スイッチを三秒間押し続けます。
バッテリー残量が十分な場合、電源ランプは緑に点灯
します。
バッテリー残量が少ない場合、電源の起動ができなく
なる可能性があります。

D. ワイヤレスマイクの切り替え

E. 音量調節
音声の再生中は、ボリュームボタンを使って音量を調
節できます。

F. 電源を切る
電源スイッチを3秒間押し続けます。電源は切れた状態
になり、電源ランプは消えます。

ワイヤレスマイクを使う場合は、本体（白い整音器）
に備わっている「接続キー」をワンタッチして5秒ほど
経ちますと2台の機器が自動接続されます。もう一度ワ
ンタッチすると、連続を解除します。その状態では、
本体（白い整音器）は単独で使えます。

青に点灯
点滅
緑に点灯

接続中
接続処理中
切断時

*ワイヤレス接続状態（本体）



テレビ音声を整音器に送信
テレビにワイヤレスマイクをつないで聞くことができます。
(1)変換コードを作る

(2)準備した音声ケーブルをテレビにつなぎます。

(3)つないだテレビのケーブルを、ワイヤレスマイク(黒)につなぎます。

(4)整音器(白)の電源を入れます。

3.5mmステレオコード(図1)はAV 端子コード(図2)をつなぐ。そのコードは「音声ケー
ブル」と呼ばれます(図3)。

音声ケーブルを、テレビの音声入力端子につなぐ(図3)。
※テレビの音声はワイヤレスにて整音器に届けます。整音器をつけていない周りの人
でもテレビの音声を聞くことができます。

図4のようにワイヤレスマイクを繋いでから、電源を入れます。
※　ワイヤレスマイクの電源を入れますと、ランプは『緑』に点灯します。

最後に整音器の電源を入れて、「接続キー」をワンタッチします。5秒ほどたちますと
2台の機器が自動接続されます。その状態で、テレビの音声をしっかりと整音器で聞く
ことができます。
*「接続キー」を押すと、電源ランプで接続状態を示します。

ワイヤレスマイクロフォン(送信機)3.5mmケーブル

3.5mmステレオコード(図1)
AV 端子コード(図2)

RL

白 赤

図3

図4

青に点灯
点滅
緑に点灯

接続中
接続処理中
切断時



電源ランプの説明

A. 整音器(受信器・白:ME-700R)
状態 電源ランプの色

電源オフのとき

B. ワイヤレスマイク(黒:ME-700T)

バッテリーを充電する

ランプの色は状態によって変わります。

単独で利用する。
*再生を中断せずに、バッテリーの充電及び残量不足の場合はラン
  プが緑色に点灯して橙色の点滅。充電完了のときに、橙色が消えます。

*再生を中断せずに、バッテリーの充電及び残量不足の場合はラン
  プが青色に点灯して橙色の点滅。充電完了のときに、橙色が消えます。

緑色

ワイヤレスマイクと接続中。 青色
ワイヤレスマイクと接続処理中 緑と青の点滅

ワイヤレスマイクと切断ときに 青と緑の点滅
未充電
充電中

充電完了

なし
橙色
なし

状態 電源ランプの色

電源オンのとき

電源オフのとき

整音器と切断
*再生を中断せずに、バッテリーの充電及び残量不足の場合はランプ
  が緑色に点灯して橙色の点滅。充電完了のときに、橙色が消えます。

*再生を中断せずに、バッテリーの充電及び残量不足の場合はラン
  プが青色に点灯して橙色の点滅。充電完了のときに、橙色が消えます。

緑色

整音器接続中 青色

未充電
充電中

充電完了

なし
橙色
なし

電源アダプタを使ってバッテリーを充電します。
(1) 付属のケーブルとUSB電源アダプタを使って、整音器/ワイヤレスマイクを電源コンセン
     トに接続します。

(2) バッテリー残量が少なくなると、LEDランプが橙色の点滅で表示されます。
     充電中に整音器/ワイヤレスマイクを使用すると橙色の点滅をフル充電まで続けています。
     フル充電ときに、橙色が消えます。

(3) 充電中に整音器/ワイヤレスマイクを使用しないときに、LEDランプが橙色でフル充電まで
     点灯します。フル充電ときにLEDランプの点灯が消えます。

電源オンのとき



3.2台の機器
  をつなぐことが出来ない
（ペアリング）

4.イヤホンから大きな
   雑音が出る

▲ 2台の機器の電源が入っているか確認ください。
▲「接続キー」を押してペアリング設定をします。ぺアリング
    設定をした時、LEDランプが数秒間点滅します。点滅しない
    場合は、「接続キー」をきちんと押していない可能性があり
    ますので、もう一度「接続キー」をお押しください。
▲ペアリングが完成した時、青いランプが点灯します。
   青いランプが点灯してない場合は、「接続キー」を10秒間ほど
   長押しして設定リセットに移行して改めて最初のステップから
   もう一度実行してください。

▲イヤーピースとイヤホンはぴったり合っているのかチェック
   してください。
▲音量を下げる、またはマイクとイヤホンの距離を離してください。

5. 本体（白）を単独で
    使う方法

▲まず、電源が入っているか確認ください。
▲電源ランプは緑に点灯しているか確認ください。
   緑に点灯してない時、「接続キー」を押すとLEDランプが
   数秒間点滅してから緑に点灯します。点灯しない場合は、
  「接続キー」を10秒間ほど長い押しして設定リセットに移行して
   最初のステップからもう一度実行してください。

6. 電源スイッチを押し
    ても切られない。

▲電池の残量が十分かどうかのを確認してください。
▲電源スイッチを3秒間押し続けて確認してください。
▲上に実行しても無効にすれば「接続キー」を10秒間ほど長押
   しして設定リセットに移行します。

トラブルシューティング 

1.電源スイッチを押
   しても反応がない。

2.電源オン状態でも聞
  こえない

▲充電器を接続して、電源ランプは橙色か確認ください。
▲電源を3秒間押し続けてください。
▲「設定リセット」を10秒間ほど長押しすると電源が切れます。
    もう一度電源をお入れください。

▲イヤホンが正しく、しっかりと挿入されているか確認ください。
▲音量は適切でしょうか。

よくある質問 解決方法



警告

製品保証書

ご注意
※本製品は少し聞こえにくくなった方の生活を快適にお過ごし頂くためのモノです。
   医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
※この表示は本機内蔵バッテリーを一般家庭ゴミに捨
   てることが出来ないことを表しています。内蔵バッテリー
   を処分するときはお住まい自治体のルールに従って処分してください。

▲ 利用中、耳鳴りなど気分が悪く感じることがありましたら、直ちにご利用を止め、
    医師に相談してください。
▲ 整音器は小さな部品を使用しており、誤飲の可能性があります。幼児やペット
    の手が届くところには絶対に置かないでください。万一、飲み込んだ場合、直ちに医師
    に相談してください。
▲ 電子機器の利用が制限されている場所ではルールに従い、利用を中止してください。
    例：航空機内、病院内など。
▲ 製品を高温、多湿の環境、高圧電力装置の近くでは利用しないでください。

製造先
メリー　エレクトロニクス　
hear@merry.com.tw
http://www.merryhealthcare.com/
+886 289132381

回収処分

▲保証期間は購入日から1年間です。（イヤホンは3ヶ月。電池、イヤーピースなどの消耗  
品を含まず）。
▲型番、製造番号は修理依頼時に必要となります。本保証書をご提示ください。
▲本取扱説明書に従わなかった不適当な使用と判断した時は、保証は適用されません。

   ご不明な点は販売店までご連絡ください。

販売店 購入日：
型番：ME-700
シリアル番号：


