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安全に関する重要な情報
充電器の使用を開始する前にこれらのページをよくお読み
ください。
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充電器およびその他の小さい部品は、お子様、ペット、
精神に障がいのある方から離れた場所で使用、保管して
ください。
充電器を 60°C（140°F）を超える温度、長時間の日
光、裸火、または発火源にさらさないでください。
充電する際には充電器を平らで安定した面に垂直に置
き、充電器の周りには十分なスペースを確保してくださ
い。充電器を覆ったり、可燃性物質の近くに置いたりし
ないでください。この注意事項はパワーバンクをご使用
の際にも適用されます。
充電器は決してご自分で分解または修理しようとしない
でください。不具合が生じた場合は販売店にご相談くだ
さい。
補聴器には Widex 充電器のみを使用してください。
WIDEX A/S が推奨しない充電器を使用した場合、装置に
影響を与えたり、危険な状況が発生する可能性がありま
す。
充電器は直射日光が当たる場所に置かないでください。
また水に浸けないでください。
充電スロットには補聴器以外の物を挿入しないでくださ
い。
充電器には Widex 電源アダプターとケーブルのみを使
用してください。
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充電器
ようこそ
本製品をお選びいただきありがとうございます。新しい
CHARGE n CLEAN 充電器は、 MRR2D の補聴器の検出、
充電、メンテナンスを行います。
本装置の使用を開始する前に本書の指示をよくお読みくだ
さい。
付記
お使いの充電器は、本書に示されている充電器とは外観が異な
る場合があります。また当社は、必要と思われる変更を行う権
利を有します。

充電器の概要
充電器は、各補聴器の充電ユニット、レシーバーのメンテ
ナンスコンパートメント、ライトインジケータで構成され
ます。3 つのインジケータライトは、補聴器の充電および
メンテナンスサイクルのステータスを示します。
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Read these pages carefully before you start using your charger.

YOUR CHARGER
Welcome
Thank you for choosing this product. 
Your new WIDEX MOMENTTM mRIC Charge n CLEAN charger is intended to detect, 
charge and maintain your WIDEX MOMENTTM mRIC MRR2D hearing aid. 
Read these instructions carefully before you start using this device. 

NOTE
Your charger may not look exactly like the one illustrated in this booklet. We 
reserve the right to make any changes we consider necessary.

The charger at a glance
The charger consists of a charging unit for each hearing aid, a maintenance 
compartment for the receivers and three indicator lights that show the charging 
status of the hearing aids and the status of the maintenance cycle. 

2
3
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1

1. Micro USB port
2. Left hearing aid charging well
3. Right hearing aid charging well
4. Receivers maintenance compartment
5.  Left hearing aid charge indicator light
6. Right hearing aid charge indicator light
7. Maintenance indicator light 

1. マイクロ USB ポート
2. 左耳の補聴器の充電スロット
3. 右耳の補聴器の充電スロット
4. レシーバーの

メンテナンスコンパートメント
5. 左耳の補聴器の充電インジケ

ータライト
6. 右耳の補聴器の充電インジケ

ータライト
7. メンテナンスインジケータラ

イト

使用、保管、輸送の条件
この充電器は屋内での使用を意図しています。高温などの
過酷な条件による影響を受けやすくなっています。また、
直射日光の当たる場所で使用、保管、または輸送しないで
ください。

充電器は以下の条件の範囲内で使用してください。
最低 最高

温度 0° C (32° F) 35° C (95° F)
湿度 相対湿度 20% 相対湿度 75%
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充電器は以下の条件の範囲内で保管および輸送してくださ
い。

最低 最高
温度 -20° C (-4° F) 60° C (140° F)
湿度 相対湿度 5% 相対湿度 90%
気圧 750 hPa 1060 hPa

充電器の技術データシートと追加情報は https://
global.widex.com でご覧いただけます。
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充電器の使用
使用の準備
電源装置
最適な動作のため、充電器を主電源につなぎ、付属のケー
ブルと電源装置のみを使用してください。

7

OPERATING THE CHARGER
Power supply
For optimal operation, connect your charger to the mains and use only the 
included cable and power supply. 

Check that your USB port is at 
least compatible with USB 2.0. 
If it is not, the device (charging 
and maintenance) will not work.

USB 2.0 
Logo

Connect the cable to the charger:

1. Micro USB port

1

USB ポートが USB 2.0
対応ポートであること
を確認してください。

ケーブルを充電器に接続します。

7

OPERATING THE CHARGER
Power supply
For optimal operation, connect your charger to the mains and use only the 
included cable and power supply. 

Check that your USB port is at 
least compatible with USB 2.0. 
If it is not, the device (charging 
and maintenance) will not work.

USB 2.0 
Logo

Connect the cable to the charger:

1. Micro USB port

1
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電源オン
充電器を電源に接続すると、インジケータライトが白で5
回点滅してから消えます。

8

The charger is now in standby mode and ready to charge your hearing aid.

Power on
When the charger is connected to the power supply, the light indicators flash 
white 5 times and then turn o�:

5X

Right hearing aidLeft hearing aid

Charging the hearing aid
Gently place your hearing aids in their respective charging wells and the 
receivers in the maintenance compartment. The hearing aids turn o� 
automatically. Then close the lid. 

充電器はスタンバイモードになり、補聴器を充電する準備
ができました。

補聴器の充電
補聴器をそれぞれの充電スロットにそっと置き、レシーバ
ーをメンテナンスコンパートメントに入れます。補聴器は
自動的にオフになります。オフになったらカバーを閉じま
す。

8

The charger is now in standby mode and ready to charge your hearing aid.

Power on
When the charger is connected to the power supply, the light indicators flash 
white 5 times and then turn o�:

5X

Right hearing aidLeft hearing aid

Charging the hearing aid
Gently place your hearing aids in their respective charging wells and the 
receivers in the maintenance compartment. The hearing aids turn o� 
automatically. Then close the lid. 

左耳の補聴器 右耳の補聴器
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電源装置に接続すると、充電器は両方の補聴器を同時に充
電することができます。補聴器の充電状態に応じて、それ
ぞれの補聴器は個別に充電される場合もあります。片方の
補聴器が完全に充電されている場合、充電器に入れても充
電されませんが、充電されていないもう片方の補聴器は充
電されます。
補聴器を完全に充電するには約 4時間かかります。補聴
器を 30 分間充電した場合、約 4 時間使用できます。
補聴器を充電中、メンテナンス（紫外線-C 処理と乾燥）が
実行されます。メンテナンスサイクルの所要時間は 30 分
です。
充電インジケータ
充電器が補聴器を検出中、ライトインジケータは黄色で点
灯します。

10

Charging indicators

While the charger is detecting the hearing aid, the light indicator turns 
solid yellow:

Once the charger has detected the hearing aid, the charging will begin.

The light indicator will flash green to indicate that the hearing aid is low 
on battery and less than 40% charged:

充電器が補聴器を検出すると充電が開始されます。
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補聴器のバッテリー残量が少なく、充電量が40％未満の
場合には、ライトインジケータは緑で点滅します。

10

Charging indicators

While the charger is detecting the hearing aid, the light indicator turns 
solid yellow:

Once the charger has detected the hearing aid, the charging will begin.

The light indicator will flash green to indicate that the hearing aid is low 
on battery and less than 40% charged:

補聴器が 40％以上充電されると、ライトインジケータは
緑で光ります。

11

The light indicator will glow green to indicate that the hearing aid is more 
than 40% charged:

The light indicator will turn solid green to indicate that the hearing aid is 
100% charged:

補聴器が 100％充電されると、ライトインジケータは緑で
点灯します。

11

The light indicator will glow green to indicate that the hearing aid is more 
than 40% charged:

The light indicator will turn solid green to indicate that the hearing aid is 
100% charged:
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充電後
イヤーワイヤと補聴器の間の接続部が破損する可能性があ
るため、イヤーワイヤを引っ張って充電スロットから補聴
器を取り外さないでください。補聴器を充電器から取り出
すときは補聴器を指でしっかり持ってください。
補聴器を充電器から取り出すと、数秒後に補聴器がオンに
なります。すぐに使用しない場合は補聴器の電源をオフに
してください。
充電直後は、補聴器が一時的に温かくなることがあります。
これがご心配な場合は、補聴器を装着する前に補聴器が室
温になるまで数分お待ちください。
メンテナンス
ライトインジケータが白で点滅している場合、メンテナン
スサイクル（紫外線-C 処理または乾燥）が実行中であるこ
とを示します。

12

Maintenance indicators

The light indicator will flash white to indicate that the maintenance cycle 
is in progress (UV-C treatment/drying):

After charging
Avoid removing the hearing aids from the charging wells by pulling the 
earwire, as this could damage the connection between the earwire and 
the hearing aid.
Instead, put your fingers round the hearing aid when removing it from the 
charger. When you remove the hearing aid from the charger, the hearing 
aid turns on after a few seconds. Remember to turn it o if you are not 
going to use it right away. Immediately after charging, the hearing aid 
may temporarily feel warm. If you are not comfortable with this, wait 
a few minutes, for the hearing aid to reach room temperature, before 
putting the hearing aid on.
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ライトインジケータが白で点灯すると、メンテナンスが終
了したことを示します。

13

If the lid is opened during the maintenance cycle, the cycle is 
paused but the charging continues. The maintenance cycle will 
restart when the lid is closed.  

The indicator light turns solid white to indicate the end of the 
maintenance cycle: 

Maintenance pause 
(solid yellow light)

メンテナンスサイクル中にカバーを開けると、サイクルは
一時停止しますが、充電は継続します。カバーを閉じると、
メンテナンスサイクルは再開します。

メンテナンス一
時停止（黄色で
点灯)

13

If the lid is opened during the maintenance cycle, the cycle is 
paused but the charging continues. The maintenance cycle will 
restart when the lid is closed.  

The indicator light turns solid white to indicate the end of the 
maintenance cycle: 

Maintenance pause 
(solid yellow light)
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インジケータライトの概要
充電

14

OVERVIEW OF LIGHT INDICATORS
Charge

Light indicators Status
Solid yellow The charger is detecting the hearing aid.

Flashing green The hearing aid is charging, 
low battery, less than 40%.

Glowing green The hearing aid is charging,
battery more than 40%.

Solid green The hearing aid is fully charged,
battery 100% charged.

インジケータライト ステータス
黄色で点灯 充電器が補聴器を検出中で

す。
緑で点滅 補聴器は充電中です。

低バッテリー、40%未満。
緑でぼんやりと点灯 補聴器は充電中です。

バッテリーは 40%以上充電
されています。

緑で点灯 補聴器は完全に充電されて
います。
バッテリー 100%。
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インジケータライト ステータス
いずれかのインジケータが
赤で点滅

充電中にエラーが発生し、点
滅している側の補聴器の充
電が停止しています。
トラブルシューティングを
参照してください。

左右両方のインジケータが
赤で点滅

充電中にエラーが発生し、点
滅している側の補聴器の充
電が停止しています。
トラブルシューティングを
参照してください。

黄色で点滅 充電中に補聴器が高温にな
りすぎたため、充電が一時停
止しています。
トラブルシューティングを
参照してください。
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メンテナンス

16

MAINTENANCE

Light indicators Status
Flashing white
 

The maintenance cycle is in progress 
(UV-C treatment/drying).

Solid white The maintenance cycle is complete. 

Solid yellow The maintenance cycle is paused but the 
charging cycle continues. 

Flashing red An error occurred during the 
maintenance and the cycle has stopped. 
See Troubleshooting. 

インジケータライト ステータス
白で点滅 メンテナンスサイクルを実

行中です（紫外線-C 処理また
は乾燥）。

白で点灯 メンテナンスサイクルが終
了しました。

黄色で点灯 メンテナンスサイクルは一
時停止しましたが、充電サイ
クルは実行中です。

赤で点滅 メンテナンス中にエラーが
発生し、サイクルが停止しま
した。
トラブルシューティングを
参照してください。
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インジケータライト ステータス
黄色で点滅 メンテナンスサイクルは過

熱のため一時停止していま
す（ファンはまだ稼働してい
ます）。
トラブルシューティングを
参照してください。

お手入れ
充電器は通常お手入れの必要はありません。必要に応じ
て、柔らかい乾いた布で充電器を慎重に拭いてください。
充電スロットにほこりが付いている場合は軽く吹き飛ばし
てください。これでほこりが取れない場合は、綿棒を使い、
充電スロットを注意深く清掃してください。
充電器から耳垢を取り除くには、家庭用中性洗剤を少し含
ませた柔らかい布で慎重に拭いてください。

充電器のお手入れには先の尖ったものを使用しないでく
ださい。
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トラブルシューティング
以降のページには、充電器が正常に機能しない場合の対処
方法が記載されています。
ライトインジケ
ータ

考えられる原因 解決策

ライトが点灯し
ない

充電器が
接続されていません。

USB ケーブルが充
電器と USB 2.0 対
応の USB ポートに
正しく接続されてい
ること、もしくは
USB ケーブルが同
梱の電源アダプター
を使用してコンセン
トに差し込まれてい
ることを確認してく
ださい。

補聴器が充電器に正
しく置かれていませ
ん。

補聴器を 充電器に
正しく置いてくださ
い。
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ライトインジケ
ータ

考えられる原因 解決策

左右どちらか/
両方の
インジケータが
黄色で点滅

周囲温度または補聴
器の温度が臨界値を
超えているため、充
電を一時停止してい
ます。

周囲温度または補聴
器の温度が下がると
充電が再開
されます。
これが
繰り返し発生する場合は
、温度の低い場所で
補聴器を充電してく
ださい。

左右どちらかの
インジケータが
赤で点滅

充電器が 補聴器を
認識できません。

互換性のない補聴器
を取り出してくださ
い。

補聴器に 重大な エ
ラーが発生していま
す。

補聴器を取り外し、
電源を 10 秒間切断
してからもう一度お
試しください。
この操作を行って
も、充電器が
赤で点滅し続ける場
合は
販売店にご相談ください
。
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ライトインジケ
ータ

考えられる原因 解決策

中央のインジケ
ータが
赤で点滅点滅

メンテナンスサイク
ルで重大なエラーが
発生しています。

補聴器を取り外し、
電源を 10 秒間切断
してからもう一度お
試しください。
この操作を行って
も、充電器が
赤で点滅 し続ける
場合は 販売店に ご
相談ください

左右両方のイン
ジケータが
赤で点滅 点滅

充電器に重大なエラ
ーが発生していま
す。

補聴器を取り外し、
電源を 10 秒間切断
してからもう一度お
試しください。
この操作を行って
も、充電器が
赤で点滅 し続ける
場合は 販売店に お
問い合わせくださ
い。
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規制情報
用途
Widex 充電器 WPC101 モデルは、 MRR2D 補聴器を充電
することを目的とした製品です。

EU指令
指令2014/53/EU
ここに、WSAUD A/S は、WPC101 が指令 2014/53/EU
の基本要件および関連規定に準拠していることを宣言しま
す｡
WPC101 には、以下の条件で動作する無線送信機が搭載さ
れています：6.78 MHz, 13.4 dBµA/m @ 3 m
2014/53/EU に従う適合宣言書のコピーを以下に掲載し
ます。
https://global.widex.com/doc

N26346

廃棄に関する情報
補聴器、アクセサリ、充電器は通常の家庭ごみと一緒に捨
てないでください。
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補聴器、アクセサリ、充電器は、地区の定める電気・電化
製品の処分方法に従って処分するか、購入元に安全な処分
を依頼してください。
本装置の返品または発送については販売店にお問い合わせ
ください。
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記号
医療機器の表示（ラベルや取扱説明書など）で WSAUD A/S
によって共通して使用される記号
記号 タイトル/説明

製造元
製品は、名称および住所が記号の横に記載されたメーカ
ーにより製造されています。該当する場合、製造日も記
載される場合があります。

カタログ番号
製品のカタログ（品目）番号。
取扱説明書を参照
取扱説明書には安全に関する重要なお知らせ（警告/
注意）が記載されていますので、製品のご使用前に
必ずお読みください。
警告
警告記号を伴う事項は、製品のご使用前に必ずお読
みください。
WEEEマーク

「一般廃棄物ではありません」製品の廃棄について
は、危険物質による環境や人の健康を害するリスク
を防ぐため、指定されたリサイクル・回収場所に廃
棄してください。
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記号 タイトル/説明

CEマーク
製品は、CE マークに関する欧州指令によって定めら
れた要件に適合しています。
RCMマーク
製品は、オーストラリアとニュージーランド市場に供給
される製品に対する電気安全性、EMC、無線スペクトル
規制要件に準拠しています。

FCCロゴ
製品は、関連する USA47CFR 規則に準拠しています。
FCC – 米国連邦通信委員会

医療機器
本機器が医療機器であることを示します。

109



WSAUD A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark
https://global.widex.com

Manual no.:
9 514 0595 094 03
Issue:
2021-06 9 514 0595 094 03


