
このたびは、オトモアの製品をお買い求めいただき、まことにあ
りがとうございます。ご使用の前にこの「取扱説明書」をよく
お読みの上、『安全上のご注意』に従い正しくお使いください。
またお読みに怠った後は大切に保管してください。
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安全上のご注意

この表示の欄は「人が死亡または重傷を負
う可能性が高い内容」を示しています。
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雷が鳴り出したら、ACアダプターに触れない
・ 感電の原因になります。
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ストラップが首に巻き付かないようにお気を付けください
・ 窒息の原因となることがあります。
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配線コードに気をつける
・ 配線された位置によっては、つまずいたり引っ掛かったりし
て、落下や転倒など事故の原因となることがあります。



77



88

指定以外の充電器を使用すると、電池の破裂や液漏れにより、火災・け
がや周囲を汚損する原因となることがあります。

万一目に入ったときは失明などのおそれがありますので、目をこすらず水
道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

電池についての安全上のご注意

 電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

付属の専用ニッケル水素充電池
市販ニッケル水素充電池
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電池を持ち運ぶときは、キャリングケースなどに入れてください。電池の
端子部に金属が接触すると、ショートして発熱するおそれがあります。

● この製品は、ニッケル水素充電池（付属の専用単4形充電
池）を使用しています。
● ニッケル水素充電池はリサイクル可能の貴重な資源です。
● 交換後不要になった充電池は、下記の注意事項を守ってリ
サイクル協力店の充電式電池回収BOXに入れてください。
・ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、充
電池の端子部にビニールテープなどを貼って絶縁してく
ださい。
・充電池のビニールカバー（被覆・チューブ）をはがさな
いでください。
・充電池を分解しないでください。
● リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
・製品をご購入いただいた販売店
・一般社団法人 JBRCのホームページ
http://www.jbrc.comをご参照ください。

充電式電池のリサイクルにご協力ください
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 電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
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主な特長

● セルフフィットホルダーを採用し、耳のくぼみ部分に
フィットさせることで、装着時の安定性を高めていま
す。
● ハウリング抑制機能により、ピーピー音（ハウリング）
を抑制します。

● 複雑な設定や調整がなく、スイッチを入れればどこで
も簡単に使用できます。
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XS（外径9mm）

S（外径10mm）

M（外径12mm）

L（外径14mm）

●専用単4形充電池
　（GEX1002-A）

●フェミミ本体 ●イヤホンマイク
　（GXX1004-A）

●イヤホンチップ
　XS・S・M・L ×各 2個
　（シリコンゴム）
　（GXX1006-A）

●充電器
　（GXX1007-A）

●ACアダプター
　（GWR1001-A）

製品の確認

VMR-M757
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クリップ
（GXX1005-A）

電池ぶた
（GNK1011-A）

始めに

各部の名称
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電池の入れ方
1． 電池ぶたを矢印方向に押して開ける。

● 電池や電池ぶたを誤って飲み込まないように、小児の手の届かないと
ころに保管してください。

約21時間
約24時間
約10時間
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電池のはずし方

充電の仕方

2． 赤い電池はずしテープを引っ張
ると電池が外れる。

１． 充電器の電源（DC IN 9 V）入力端子に、付属のACアダプ
ターを接続し、コンセントに差し込む。
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約21時間

（注3）充電中は、本体および充電器が多少温かくなりますが、異常では
ありません。
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充電時のご注意

使用のアドバイス

● 充電器に液体をこぼさないでください。内部に液体が入ったら、
すぐにACアダプターのプラグを抜き、販売店にご相談ください。

● 充電器は不安定な場所や落下のおそれのある場所に置かないで
ください。
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最後までしっかりと差し込む

カチッと
なったらOK

イヤホンチップ部分だけをつまみ、 
引っ張れば簡単に外せます。

イヤホンの先端を少し斜めにしてイヤホ
ンチップの穴に入れ、イヤホンチップを
回しながら奥まで押し込んでください。

イヤホンマイクの接続

イヤホンマイクが耳穴に合わないときは



1919

上図のように、耳のでっぱりの内側（くぼみ）に、セルフフィット
ホルダーが収まるように装着してください。

耳のでっぱりの
内側に入れる

例：左耳

セルフフィット
ホルダー

使い方

3． 電源ボタンをゆっくり押す。
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左右のバランス調整

● つまみを反時計回りに回すと右の音量が小さくなり、時計回りに回
すと左の音量が小さくなります。
● 左右の音量バランスを均等に戻すには、電源が入った状態で電源
ボタンを3秒以上押し続けてください。均等に戻ると、イヤホン
からピーという完了音が出ます。
※出荷時は左右の音量バランスが均等になっています。

※ イヤホンマイクにあるマイク穴に
手をかざすとピーという音（ハウリ
ング）が出ることがあります。手
を離すか、音量を下げてください。

電源が入った状態で左右音量バランスつまみを回すと、左右の音
量バランスを調整することができます。
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クリップを使う
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ストラップのひもの先端の 
ほうを持ち、ストラップ穴に 
少しずつ押し込むようにして入れてください。

1

2 3

ストラップ穴

● ストラップが首に巻き付かないようにお気を付けください。窒息の原因
となることがあります。

首にかけて使う
市販
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ご注意
イヤホンマイクの取り扱い

● コードが衣服等に引っ掛かった場合、イヤホンが耳に引っ掛かり、
耳に痛みを生じる場合もありますので、ご注意ください。
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困ったとき

使用上のご注意
お手入れの仕方

● 充電器および本体の充電端子は、時々乾いた布で拭いてください。
● 通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は
水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った
後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。
● アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤などが付着すると印刷
塗料などがはげることがありますのでご注意ください。
● 化学ぞうきんなどをお使いの場合は化学ぞうきんなどに添付の注
意事項をよくお読みください。

● イヤホンチップには、耳あかやゴミが詰まりやすいものです。詰ま
ると音が小さくなったり、聞こえなくなるばかりか、イヤホンの故
障の原因にもなります。時々外してぬるま湯などで洗い、乾いた
布できれいに拭いてください。
● イヤホンチップは消耗品ですので変色したり固くなったりします。
このようなときは新しいものと交換してください。
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取り扱いについて

保管について

異常や不具合が起きたら
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仕様

●最大出力音圧レベル ・・・・・・・・・・・115 dBSPL
●最大音響利得・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 dB
●電源・・・・ＤＣ1.2 V（単 4形ニッケル水素充電池×1）

※単4形乾電池も使用可能
●イヤホン部 ・・・・・・・・・・・・・・ ダイナミック型
●マイク部 ・・・・・・・・・ エレクトレットコンデンサー型
●外形寸法 ・  ・  ・ 33.5 mm (幅)×14 mm (奥行)×76 mm (高さ)

（クリップ部を除く）
●本体質量・・・・・・・ 19 g（電池、クリップ部を除く）
●付属品

○イヤホンチップＸＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌ×各2個（シリコンゴム）
○専用ニッケル水素充電池（単4形）×1本
○充電器（ＡＣアダプター使用　充電時消費電力 2.5 W

待機時消費電力 0.2 W）
○ＡＣアダプター
○取扱説明書（本書）
○簡単マニュアル
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保証とアフターサービス

保証書（下記）について
保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け
取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。保証書
に販売店名や購入日の記載がない場合は、本製品のご購入の際に受け取られた、 
購入日が明記されている購入証明書（レシート、納品書、受注メールなど）が
必要となります。保証書とともに大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間
この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
連絡していただきたい内容
● ご住所 ● 製品名：ボイスモニタリングレシーバー
● お買い上げ日 ● お名前 ● 型番： VR-M700
● 故障の状況（できるだけ詳しく） ● お電話番号

■ 保証期間中は：
修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の 
保証規定に基づき修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは：
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

お問い合わせ窓口
修理、取り付け、他の製品との接続などに関しては、お買い求めの販売店へお
問い合わせください。
お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合は、下記窓口へお問い合わせ
ください。

サービス・ お問い合わせ
https://www.otomoa.com/product/support/

こちらからもアクセスできます→　

ボイスモニタリングレシーバー
VR-M700

【お問い合わせ窓口】
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本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に万が一故障が発生した場合は、
本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店または下記のお問い合わせ窓口に修理をご依頼ください。
●お客様へお願い
お手数ですが、ご住所、お名前、お電話番号をご記入ください。ご購入時の購入証明書（レシートなど）の添付
がある場合、お買い上げ日、取扱販売店名の記載に代えることができます。
お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を
利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
＜無料修理規定＞
１. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店または弊

社が無償修理いたします。
２. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの

販売店または表面記載の修理お問合せフォームにご依頼ください。
３. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社

お問い合わせ窓口にご相談ください。
４． 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

（１） 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
（２） 本体の破損や水没、 落下等、 お客様の過失による故障および損傷
（３） 火災、 地震、 水害、 落雷、その他の天災地変、 公害、 塩害、 異常電圧等による故障および損傷
（４） 一般家庭以外（例えば、 業務用の長時間使用、 車輌・船舶への搭載など）に使用された場合の故障お

よび損傷
（５） 消耗品（各部ゴム、 電池、 コード、 キャリングケース等）の交換
（６） 本書の提示のない場合
（７） お買上げ年月日、 販売店が確認できない場合
（８） 本書のお買上げ年月日、 お客様名、 販売店名を書き換えた場合
（９） 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
（10） 劣悪な設置条件（油煙、 熱、 塵、 水、 直射日光等）にて使用し故障した場合

５． 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
６． 本書は再発行いたしませんので紛失はしないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ 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償修理をお約束するものです。したがってこの保
証書によって保証書を発行している者 (保証責任者 )、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を
制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店または
お問い合せ窓口へご相談ください。


