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このたびはシグニア TV トランスミッターをお買い求め
頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、
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。

テレビ

※この取扱説明書の内容は2017年5月のものです。製品の仕様、付属品、外
観等は予告なく変更される場合があります。

※本文中のイラストは、実際の製品と異なる場合がございます。
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お使いになる人や他の人への危害･財産への損害を未然に防止するため、必
ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を
　次の表示で区分し、説明します。

■TV トランスミッターの改造、分解をおこなわないでください。
■付属の電源アダプタ、USBケーブル以外はご使用にならないでください。
■TV トランスミッターに強い衝撃を与えたり、ぶつけたりしないでください。
■直射日光の当たる場所やストーブの近くなど高温になるところに置かないでく

ださい。
■風呂やシャワー、雨などに濡らさないでください。また、台所や浴室などの湿度

のあるところに置かないでください。
■TV トランスミッターの汚れを拭き取るときは、アルコールやベンジンを使用しな

いでください。表面を傷つけます。柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。
■電磁波の発生するところから離れてください。
■レントゲンやMRIなどの強い電磁波は、故障の原因になります。検査室に持ち

込まないでください。

■破損したTV トランスミッターをそのまま使用しないでください。感電する危険が
あります。破損した場合は、購入した販売店にご相談ください。

■測定装置や電子機器に干渉する恐れがあります。
●病院や飛行機では電源をお切りください。
●その他、通信機器の使用を制限している場所では、その指示に従ってください。

■TV トランスミッターは、ANSI/AAMI/ISO 14117:2012に準拠する埋め込
み型医療機器と併用することができます。
●ご使用の埋め込み型医療機器がANSI/AAMI/ISO 14117:2012に準拠しているか
　どうかは、埋め込み型医療機器のメーカーにご確認ください。

■補聴器やリモコンは飲み込める小さい部品を含んでいます。これらを飲み込
むと窒息の危険を伴います。
●小さな子供やペットが触れるところに置かないでください。
●小さな子供やお年寄りが使う場合は、誤って飲み込まないよう、周囲の人が常に注意
　してください。
●誤って飲み込んだときはあわてず、医師、救急医療センター等に相談してください

■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。

■より快適なご使用のための方法を説明しています。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

警告：

注意：

禁止：

禁止

この表示がある項目は、「死亡または重傷などを負う可能性
が想定される」内容です。

この表示がある項目はしてはいけない「禁止」の内容です。

よりよく本品を使用するためのアドバイスとヒントです。

この表示がある項目は、「傷害を負う可能性または物的損傷
のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告

■外部出力機器を接続する場合は、電気安全法やIEC60065規格などの安全
性を備えた機器を接続してください。安全性が確保されていない機器を接続
すると感電する危険があります。

■TV トランスミッターの改造は、怪我や故障の原因になります。正規の部品、
アクセサリをご使用ください。

■引火性の強い場所や爆発の危険のあるところでは、TV トランスミッターを使
用しないでください。

警告
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TV トランスミッターは、リモコン（easyTek boost※以下リモコン）とテレビや
オーディオ機器を無線で繋ぎ、ご家族とは別の音量で、補聴器で音声を楽し
む事が出来る送信機です。

ご使用になる前に、付属品がすべて揃っていることを確認してください。

TV トランスミッターのご紹介

付属品の確認

テレビ

オーディオ機器TV トランスミッターイージーテック ブースト
（リモコン）

無線

補聴器

■TV トランスミッターは取扱説明書に従いお使いください。
■取り扱いはていねいに

●TV トランスミッターは精密機械です。落としたり、ぶつけたりしないでください。
●汗などが内部に入ると故障する恐れがあります。ご使用の際は注意してください。ご使
　用後は必ずお手入れをしてください。
●シンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
●電子レンジの中に入れないでください。

■TV トランスミッターは高温や湿気をきらいます。
●直射日光の当たる場所やストーブの近くなど高温になるところへ置かないでください。
●台所や浴室、洗面所など湿気のあるところに放置しないでください。
●雨に濡らさないでください。

■もし、水中に落としてしまったり、衣服といっしょに洗濯してしまったりしたら････
●水中に落としたときは、よく水を切り、陰干しにして修理に出してください。修理に出す
　ときはその旨を説明して下さい。
●洗濯機に入れたり、海水や汚水に落としたりしたときは、よく水を切り陰干しにして修理
　に出してください。修理に出すときはその旨を説明して下さい。
●雨や汗で濡れたときは乾いた布ですぐに拭き取り、陰干ししください。
●故障の原因が、水による故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことが
　ありますので予めご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合
　でも有料修理になります。

■TV トランスミッターを電子レンジで乾燥させないでください。

注意

■電磁波が発生するところについて
●TV トランスミッターは国際規格の電磁両立性に適合するように設計されています。
●ラジオ・テレビの放送所の近くや、すぐ近くで電子レンジ・IHクッキングヒーター・タクシー無線な
　どを使用していると、放送が聞こえたり、雑音が入ったりすることがあります。補聴器の故障では
　ありません。補聴器をとりはずすか、その場所から離れてください。

■補聴器のテレコイルモード
●補聴器のテレコイルが有効になっているときTV トランスミッターを操作するとプツプツ
という雑音が聞こえることがあります。この場合、補聴器からTV トランスミッターを10㎝
以上離して操作してください。

■ご不要になったTV トランスミッターは自治体指定の方法で処分してください。

注意

□ TV トランスミッター本体 
□ 光ケーブル【1本】
□ USBケーブル【1本】
□ 電源アダプタ【1個】
□ オーディオケーブル【1本】 
□ 赤白ケーブル【1本】

イージーテック　　 　ブースト
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各部の名称 ご使用の前に

① 電源オン／オフボタン
② LEDインジケータ（左から：緑色、青、橙）
③ ボリュームボタン
④ 光ケーブル入力端子
⑤ オーディオインプット端子（Φ3.5ｍｍ）
⑥ 電源の接続USBポート

●安全のため電源プラグはコンセントからすぐ外せる環境でお使いください。
●付属のUSB電源ケーブルと、電源アダプタのみを使用してください。

注意

USBケーブルを、本体と電源アダプタに接続しアダプタをコンセントに接
続します。その際、破損の原因になりますので、USBケーブルを強く曲げな
いでください。

補聴器でテレビを聞くためには、3つの接続を順に行っていきます。
この作業は初めに1回だけ必要です。その後の毎日の操作については、
毎日の操作（P12）をご覧ください。
①TV トランスミッターと、テレビまたはオーディオ機器との接続
②補聴器とリモコンとのペアリング
③リモコンとTV トランスミッターのペアリング

■電源に接続します

①

③ ④ ⑤ ⑥②

①

②

③

①③②
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注意：光ケーブルは直径5cm以下に曲げないで下さい。
　　 中の光ファイバーが折れる場合があります。

付属のケーブルを使用してください。
①光ケーブルから保護キャップを外してください。

②TV トランスミッターとテレビ背面の「デジタル音声出力（光）」にバチッと言う
ところまで差し込みます。

③テレビ本体の「設定」から、テレビの出力形式フォーマットを、PCMに設定し
ます。
※PCM以外の設定では、作動しません。オレンジ色のLEDが点滅します。

④TV トランスミッターに光ケーブルとオーディオケーブルの2つが接続がされて
いる場合、光ケーブル入力が優先されます。

1 TV トランスミッターと、テレビまたはオーディオ機器との接続

3 リモコンとTV トランスミッターのペアリング
①TV トランスミッターの電源ボタン　　を押し、電源を入れてください。
　緑のLEDが点灯します。

※この作業中はリモコンとTV トランスミッターを
　1m以内に近づけて置きます。

②リモコンのファンクションボタン　　と
　ボリュームアップボタン　　　と
　ボリュームダウンボタン　　　を
　青・緑色のLEDが点滅 
　するまで同時に長押し（約5秒間）します。
③リモコンが、TV トランスミッターの検索を開始します。
④ペアリングには数秒～3分程度かかります。
⑤青色LEDの点滅が、点灯に変わります。  
　これでペアリングが正常に完了しました。
　テレビの音声が自動的に送信されます。

※青色LEDが点灯後、消灯した場合
　ペアリングに失敗しました。この場合、TV トランスミッターの電源が入っているか、作
　業距離（1ｍ以内）に入っているかを確認して、再度②からやり直してください。ペアリ
　ングが済んだTV トランスミッターは再ペアリングができないのでこの表示になります。

2 補聴器とリモコンのペアリング
リモコンの取扱説明書の「補聴器とのペアリング」に従い、補聴器とTV トラン
スミッターのペアリングを行ってください。

　

これで地デシ、BS、CSの音（ステレオ2h）がテレビからTV トランスミッターに送
られるようになります。

　
似た、四角い端子がありますがこれではありません

（LAN、電話回線など）

テレビによって、名称が異なる
場合があります。

オーディオケーブル

光ケーブル

赤白ケーブル
テレビ

音声出力端子

ヘッドホン端子
デジタル音声
出力端子

ファンクションボタン

ボリュームアップ

ボリュームダウン

5cm
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故障かな？と思ったら

1．テレビのスピーカーから音が出ていますか。テレビの取扱い説明書をご覧頂
き、まずテレビのスピーカーから音が出るようにします。※注１

２．次にテレビ～TV トランスミッターをつなぐ光ケーブルがしっかり接続されてい
るか、抜けかかっていないかご確認ください。

３．テレビ本体とTV トランスミッターは電源が入ってLEDが点灯していますか。
４．TV トランスミッターはステレオ２chのリニアPCM形式のみを受け付けます。

それ以外の形式でデジタル音声が入力された場合は出力が出来ませんので
次をお確かめください。

■音が出ない場合は次の手順で調べましょう。

これはステレオサラウンド放送をサラウンドオーディオシステムで聞いている場合など
に起こります。テレビの設定でデジタル音声出力をPCMに変更してください。
【例】：メニュー→デジタル設定→PCM
《注》：テレビによって名称や手順は異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧
ください。

Ａ）テレビ放送が聞こえない場合（地デジ、BS、CS）

これはサラウンドオーディオシステムで5.1chや7.1chのサラウンド再生をしている場
合などに起こります。プレーヤーの設定でデジタル音声出力をPCMに変更してくださ
い。
【例】：メニュー→設定→デジタル音声設定→PCM
《注》：外部機器によって名称や手順は異なります。詳しくは外部機器の取扱説明書
をご覧ください。

Ｂ）テレビへ外部入力しているソースの音が聞こえない場合
　（ブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム機など）　

毎日の操作（テレビの音声を聞くとき）
①電源ボタン　   を押し、緑のLED　　　　　　が点灯します。
②リモコンのファンクションボタン　　を２回押すと、数秒後に青のLED

　　　　　　が点灯し、補聴器でテレビの音声が聞こえ始めます。
　※ボタンを押す早さは1秒間に2回が目安です。これより早すぎ/遅すぎは点灯

　しません。
　※点灯しない場合は、再度ファンクションボタンを2回押してください。
③音量の調節はTV トランスミッターまたはリモコンのボリュームボタンで操作で       

きます。

　●TV トランスミッターで調節
　音量上げは　　を、下げるには　　を押します。
 

　●リモコンで調節
　音量上げは　　　を、下げるには　　　を押します。

④長時間TV トランスミッターを使用しない場合は、電源ボタン　　を押して電
源をお切りください。

　　　　テレビによってはデジタル音声出力ができないソースがあります。この場合は光ケーブルは使わ
ずに赤白ケーブルをテレビの音声出力端子(赤白)に直接つないでください。
【例】：コピーコントロール(録音制限)してあるデジタルソース(コピーコントロールDVDをHDMI入力している
場合やコピーガードがかかったテレビ番組)、ビデオ端子入力、Ｄ端子入力、ＰＣ入力など。
　　　　テレビのデジタル音声出力にすでにオーディオ等がつないであって、光ケーブルがつなげない場
合は、オーディオのデジタル出力端子につないでください。オーディオのデジタル音声出力はPCMに設定
してください。設定方法はオーディオの取扱説明書をご覧ください。

※注１

※注２

ボリュームダウン
ボタン

ボリュームアップ
ボタン
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アフターサービスについて

保証書には必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめにな
り、大切に保管してください。

●保証書（別に添付してあります。）

恐れ入りますが、保証書を添えてお求めの販売店へお持ちください。
保証書の記載内容に従って、修理いたします。保証書の提示がないときは
有料修理になります。

●保証期間中、修理依頼されるとき

お求めの販売店または弊社にご相談ください。修理により製品の機能が
維持できる場合は、お客様のご要望により、有料で修理いたします。

●保証期間経過後の修理について

アフターサービスなどについてご不明な点は、お求めの販売店までお問合
せください。

●その他のお問合せは････

　

LED点灯表示早見表

※光ケーブルを抜くと、TV トランスミッターとリモコンの接続が解除されます。　  
（青色LEDが消灯）光ケーブルを差し戻してから、再度リモコンのファンクショ
ンボタンを2度押して接続してください。

緑色LED TV トランスミッターの状況

・電源が入っていません

・電源が入っています

消　灯

点　灯

青色LED TV トランスミッターの状況

・リモコンと接続されていません

・リモコンと接続中です、テレビの音を聞くこと
 ができます

・光ケーブルが接続されてません
・テレビの電源がオフです
・光ケーブルが壊れています

消　灯

点　灯

橙色LED TV トランスミッターの状況

・テレビの音声出力フォーマットが、PCMでは
 ありません

・正しい光信号を受信しています

消　灯

点　灯

点　滅
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