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重要な安全情報
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。

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 50°C（122°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。
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。
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電源アダプタは、IEC60601-1、IEC62368-1、またはお
住まいの地域で許容される同等の安全基準に準拠する必
要があります。付属の USB ケーブルは、常に USB-A タ
イプのソケットを備えた電源アダプターと共に使用して
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。お使いの
WIDEX mRIC 充電器は、 WIDEX MOMENT™ MRR2D 補
聴器を検出し充電することを目的としています。
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
充電器には、各補聴器用の充電スロットと、補聴器の充電
状態を示す 2 つのライトインジケータがあります。

1

3

3
2

2

4

1.マイクロ USB ポート
2.充電スロット
3.ライトインジケータ
4.ヒンジ付きカバー
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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） 30°C（86°F）
湿度 相対湿度 10% 相対湿度 95%

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） 50°C（122°F）
湿度 相対湿度 10% 相対湿度 95%
気圧 750 mbar 1060 mbar

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
カバー

使用する前に、 ヒンジ付きカバー の
両側を持って上に持ち上げます。

次に、 USB ポートがある側に引っ張
ります。

充電器を使用していないときは、 ヒ
ンジ付きカバー を閉じて充電スロッ
トを保護してください。 ヒンジ付き
カバー を上に 持ち上げてから押し
て閉めてください。
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電源装置
充電器は 5V DC、500 mA 出力のさまざまな電源に接続で
きます。

付属の USB ケーブルのみを使用してください。
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ケーブルを充電器に接続します。

1

1.マイクロ USB ポート

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

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。
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補聴器の充電
補聴器をゆっくりと充電スロットに置きます。補聴器は自
動的にオフになります。

電源接続時、充電器では 2 つの補聴器を同時に充電できま
す。ただし、各補聴器の充電の状態は、補聴器の状態に応
じて異なる場合があります。
つまり、完全に充電された 1 つの補聴器を充電器に置いて
も、その補聴器は充電されません。
ただし、もう 1 つの補聴器が充電されていない場合はその
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。
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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。

充電器が補聴器を検出すると充電が開始されます。
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。
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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。

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。

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。
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補聴器を充電器から取り外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外すと、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。
ライトインジケータの概要
ライトインジケータ ステータス
白で点滅 充電器が電源に接続されて

います
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
緑で明るく点灯 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
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ライトインジケータ ステータス
緑で点灯 補聴器は完全に充電されて

います
バッテリーは 100％充電さ
れました

1 つのインジケータが赤で点
滅

充電中にエラーが発生し、充
電が停止しました
トラブルシューティングを
参照してください

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、充
電が停止しました
トラブルシューティングを
参照してください

黄色で点滅 充電中に補聴器が高温にな
りすぎたため、充電を一時停
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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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
ここからのページには、充電器が通常通りに機能しない場
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

光らない 充電器が電源に
接続されていません

USB ケーブルが電
源アダプタに接続さ
れ、壁のコンセント
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
しく接続されていま
せん

補聴器を充電器に
正しく 置いてくだ
さい

1 つまたは両方
の
インジケータが
黄色で点滅

周囲または補聴器の
温度が臨界値を超え
ており、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。
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ライトインジケ
ータ

考えられる原因 解決策

1 つのインジケ
ータが赤で点滅

充電器が補聴器を
検出 できません

互換性のない補聴器
を取り外してくださ
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
それでも充電器が赤
で 点滅している場
合は、販売店にお問
い合わせください

両方のインジケ
ータが赤で
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
それでも充電器が赤
で 点滅 している場
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 mRIC 充電器 WPT1 モデルは、 WIDEX
MOMENT™ 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、Widex A/S は、WPT1 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｡
WPT1 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
Widex A/S が共通して使用する医療機器の表示（ラベル、取扱
説明書など）
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、製造年月も記載
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

R 技術基準適合証明マーク
この製品は日本の技術基準適合証明を受けたものです
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