
このたびはユニデンステレオボイスレシーバーをお買い上げいただきありがとうございます。

■ 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項を
お守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となること
があります。

■ この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
よくお読みの上、安全にお使いください｡

■ 保証書は「お買い上げ日・販売店」などのご記入を確かめ、大切に保管してください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。 http://www.uniden.jp/

取扱説明書
ステレオボイスレシーバー

 型 番　SVR700

※ 本製品は医療機器、補聴器ではありません。また、難聴の方の補助用製品ではありません。
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製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に必ず次の事項をお読みください。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を
お読みください。

自転車や自動車、オートバイなどの運転中は危
険ですので絶対に使用しないでください

運転中の使用は交通事故の原因となりま
す。

踏切や駅のホーム、その他往来の激しいところ
や工事現場付近などでは使用しないでください

周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因
となります。

禁 止

禁 止

安全上のご注意

絵表示の説明

警 告

注 意

火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある
内容を示しています。

けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある
内容を示しています。

注意をうながす記号 行為を禁止する記号 行為を指示する記号

一般的注意 禁 止 分解禁止 ぬれ手禁止 一般的指示 電源プラグ
を抜く

 警 告

充電池・急速充電器に関する安全上のご注意は、
急速充電器の取扱説明書をお読みください

浴室やシャワー室では使用しないでください

本機は防水仕様ではありません。火災・
感電・故障などの原因となります。

浴室での
使用禁止

水をかけたり、ぬらしたりしないでください

本機は防水仕様ではありません。火災・
感電・故障の原因となります。
特に雨天・降雪時や水辺での使用時はご
注意ください。

禁 止

近くに花瓶やコップなど水の入ったものを置か
ないでください

水がこぼれるなどして中に入ると、火災・
感電・故障などの原因となります。

水ぬれ禁止
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 注 意

安全上のご注意（つづき）

必要以上に大きな音量で使用しないでください

大きな音量で使用し続けた場合、聴力を
損なうおそれがあります。

禁 止

以下のような場合は直ちに本製品の使用を中止
し、医師にご相談ください

・ 耳垂れが生じるなど、耳に治療を要す
る何らかの症状が現れたとき

・ 耳の聞こえが急に悪くなったと思われる
とき

・ 直接肌に触れる部分にかゆみやかぶ
れ、湿疹などの異常が生じたとき

・ 使用中または使用後に、頭痛や気分が
悪くなるなどの症状を感じたとき

分解・修理・改造をしないでください

けがや感電などの事故または故障の原因
となります。

分解禁止

ご使用中止

お手入れをするときはシンナーやベンジンなど
の薬品を使用しないでください

変質、変形、変色の原因となります。

禁 止

直射日光の当たるところやストーブのそばなど、
高温になる場所に放置しないでください

製品本体や部品の変形・変質・劣化など
の原因となります。

イヤーピースやクリップ、バッテリーカバーな
どの小さな部品は、乳幼児の手の届く場所に放
置しないでください

万一飲み込んだりした場合は、直ちに医
師にご相談ください。

禁 止

禁 止

分解・修理・改造をしないでください

液もれ、発熱、破裂や発火の原因となり
ます。

火の中に投入したり、加熱したりしないでくだ
さい

発火や破裂の原因となります。

内部の液が皮膚に付着したり目に入ったりした
ときは、きれいな水で洗ったのち、直ちに医師
の診察を受けてください

皮膚の傷害や失明などの原因となります。

乳幼児の手の届かないところに保管してくださ
い

万一飲み込んだりした場合は、すぐに医
師にご相談ください。

直射日光の当たるところやストーブのそばなど、
高温になる場所での使用や放置はしないでくだ
さい

液もれ、発熱、破裂や発火の原因となり
ます。

端子部に針金などの金属類を接触させないでく
ださい。また、金属製のネックレスなどと一緒
に持ち運んだり、保管したりしないでください

液もれ、発熱、破裂や発火の原因となり
ます。

乾電池の取り扱いについて

禁 止

分解禁止

注 意

注 意

禁 止

禁 止

 警 告
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音量の上げすぎにくれぐれもご注意ください。

耳を痛めるおそれがあります。

長時間連続で使用しないでください。

耳の疲れにより聞こえにくくなることがありま
す。この場合は本製品をはずし、しばらく耳を
休めてからご使用ください。

就寝時は使用しないでください。

耳を痛めるおそれがあります。

製品を落としたり、ぶつけたりするなどの強い
衝撃を与えないでください。

故障の原因となります。

本製品（本体・イヤホンとも）は防水仕様では
ありません。雨や水のかかる場所では使用しな
いでください。

故障の原因となります。

収納や持ち運びの際、イヤホンを本体に挿した
ままコードを本体に巻きつけたりしないでくだ
さい。

プラグ部分などに負荷がかかり、断線するなど
故障の原因となります。

使用上のお願い
イヤホンのコードを強く引っ張らないでくださ
い。

断線するなど故障の原因となります。

・ イヤホンを耳からはずすとき
 イヤホンの本体部分を持ってはずしてくださ
い。

・ イヤホンを本体からはずすとき
 イヤホンのプラグ部分を持ってはずしてくだ
さい。

ご使用の際は必ず両耳のイヤホンを装着してお
使いください。

片耳だけ装着した状態でお使いになりますと、
ハウリング（ピー音）が起きやすくなります。

長期間ご使用にならないときは、電池を取りは
ずして保管してください。

電池の液漏れによる故障の原因となります。
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本体と付属品

*1 イヤーピース（中）は出荷時、あらかじめマイク付きイヤホンに装着されています。
*2 本機は電池１本でお使いになれます。もう１本の電池は予備としてお使いください。

※ 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

本 体
【1台】

マイク付きイヤホン
【1個】

クリップ
【1個】

イヤーピース
（シリコンゴム）
極小・小・中*1・大
【各 2個】

単 4形
ニッケル水素充電池
【2本】*2

急速充電器
【1台】

収納ポーチ
【1個】

取扱説明書
【1部】

かんたんガイド
【1部】

保証書
【1部】

急速充電器取扱説明書・
充電池適合表
【各 1部】

UG050ZK(SVR700).indd   6UG050ZK(SVR700).indd   6 2012/07/31   15:21:052012/07/31   15:21:05



7

イヤホンジャック電源ランプ

電源スイッチ
音量ダイヤル

イヤホンプラグ

マイク

イヤホン

マイク

イヤホン
イヤーピース

クリップ
（付属品）

バッテリーカバー

電池はずしテープ

左右音量調整つまみ

ストラップ穴

各部のなまえ
■ 本 体

■ 本体背面

■ マイク付きイヤホン
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準備する
電池を入れる・はずす
付属の充電池のほか、市販の乾電池（単４形×１本）もご使用になれます。

1  バッテリーカバーを開ける
本体背面にあるバッテリーカバーの刻印
部分を押しながら、矢印の方向にスライド
させるとバッテリーカバーがはずれます。

バッテリーカバー

刻印部分

3  バッテリーカバーを閉じる
バッテリーカバーのツメ 4ヶ所を本体の
溝にそれぞれ合わせます。

バッテリーカバーを軽く押さえながら矢
印の方向にスライドさせると、バッテ
リーカバーが閉じます。

ツメ

溝 閉じる

テープの端がはみ出て
いないか確認する

電池をはずすときは
・ 電池が飛び出さないよう軽く指を
添えながら、電池はずしテープの
端をつまんで引き上げます。

2  電池を入れる
付属の単 4形充電池、または単 4形乾電池
（市販品）1本を右図の向きにして入れます。

「電池はずしテープ」の上から
電池を入れ、テープの端を出す

電池はマイナス側
（バネのある側）
から先に入れる

使用可能時間
記載は目安です。ご使用状況等により
使用可能時間は異なります。

付属の充電池をご使用の場合は、必ずご使用前に充電池を充電してください
（充電のしかたについては急速充電器の取扱説明書をお読みください）

充電池（付属品） 約 28 時間
アルカリ乾電池 約 35 時間
マンガン乾電池 約 17 時間

ご注意 !
・ テープの端がバッテリーカバーからはみ出さないように
してください。手などを傷つけるおそれがあります。
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準備する（つづき）
イヤホンをつなぐ

イヤホンプラグを本体のイヤホンジャックに
しっかりと差し込む
「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んで
ください。

イヤホン
ジャック

イヤホン
プラグ

ご注意 !
・ イヤホンは必ず本機に付属の専用イヤホンをお使
いください。他のイヤホンはお使いになれません。

■ イヤーピースのサイズ調整
イヤホンにはあらかじめ（中）サイズのイヤーピース
が装着されています。
装着時にサイズが合わないと感じる場合は、付属のイ
ヤーピース（極小）（小）（大）のうち、耳穴にフィッ
トするいずれかのサイズに交換してください。

極小 小 中 大

イヤーピース交換のしかた

はずすときは、イヤーピース部分を持って
引っ張るとはずせます。

取り付けるときは、取付穴部分をイヤホン
の取付部分に押し込みます。

はずすとき 取り付けるとき

取付穴
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準備する（つづき）
クリップを取り付ける
付属のクリップを取り付けると、本体をポケットなどに固定することができ、ご使用中の落下防止に
もなります。

1  本体背面のクリップ取付穴に、
クリップ裏側にある突起の形が
合うように合わせる

突起

■ クリップのはずしかた
 クリップの根元部分を持ち、90 度回すと
はずれます。

2  クリップを本体に押しつけながら、
矢印の方向に回す
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使いかた
1  音量ダイヤルを「２」に合わせる

※ 突然大きな音が出ないようにするため、
音量「２」程度からの使用開始をおす
すめします。

音量ダイヤルは、下に回すと音量が小さく、
上に回すと大きくなります。

大きくなる
（10：最大）

小さくなる
（0：最小）

音量ダイヤル

2  イヤホンを装着する
イヤホンには左用・右用があります。
左右を確認し、それぞれの耳穴にしっかり
と押し込みます。

3  電源スイッチを「入」にする
電源スイッチを上にスライドさせて「入」にすると、
電源ランプが緑色に点灯します。

OFF
電源スイッチ

電源ランプ（緑）

ご注意 !
・ ご使用の際は必ず両耳にイヤホンを
装着してください。
片側をはずした状態で使用すると
ピー音（ハウリング）が出やすくなり、
設定音量によっては耳を痛める場合
があります。

電源ランプの表示について

点灯（緑）電源が「入」（オン）
（通常ご使用時の状態です）

点滅

（赤）
電池残量が少なくなっています
※ 予備の充電池、または新しい乾電池（市販品）に
交換してください。

（緑）
イヤホンが接続されていません
※ イヤホンが未接続、またはイヤホンプラグの挿入が
不完全です。奥までしっかりと挿入してください。

※ 専用イヤホン以外のイヤホンが接続されています。

消灯 電源が「切」（オフ）、
または電池残量ゼロ

「ハウリング」とは
マイクで集音され本機で増幅された音が、またマイクから本体に戻る
ことを繰り返すために起こる現象です。故障ではありません。
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使いかた（つづき）
4  音量を調節する

音量ダイヤルを回して最適な音量に調節
してください。

※ 音量最小「0」⬅➡「10」音量最大
大きくなる
（10：最大）

小さくなる
（0：最小）

音量ダイヤル

5  ご使用後は、電源スイッチを「切」
にする
電源スイッチを下にスライドさせて「切」
にすると、電源ランプが消灯します。

OFF電源スイッチ

電源ランプ（消灯）

音量の左右バランス調整
本製品は、左右の音量バランスを調整すること
ができます。
バランス調整は、本体内部にある左右音量調整
つまみで行います。

調整のしかた
バッテリーカバーを開け、本機の電源が「入」
の状態で、左右音量調整つまみをいずれかの方
向に回して調節してください。

左の音量を小さくする 左に回す
右の音量を小さくする 右に回す

調節が終わったら、必ずバッテリーカバーを閉
めてください。

左の音量が
小さくなる

右の音量が
小さくなる

※ 左右の音量を同じにするときは中心線に
合わせます。（ダイヤルを回した際、ダ
イヤルが引っ掛かる位置が中心です。）

ご注意 !
・ 音量を上げる際は、ゆっくりと徐々
に上げるようにしてください。突然
音が大きくなるなどして、耳を痛め
る場合があります。
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イヤホンのイヤーピースについて
イヤーピースは消耗品です。固くなる、ベタつくなど変質・劣化したり、
変色したりした場合は、スペアイヤーピースセット（品番：SVRY70）と
交換してください。

お手入れについて
汚れたときは

■ 本 体
 柔らかい布で拭いてください。
 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ってください。

■ イヤホンプラグ
 乾いた柔らかい布で拭いてください。
 
■ イヤーピース
 イヤーピースには耳あかやゴミ、ホコリが詰まりやすいため、定期的にお手入れを行ってください。

お手入れのしかた
イヤーピースをイヤホンからはずし、ぬるま湯などで洗ってください。その後乾いた布で水分を拭
き取ってください。
※ イヤーピースの取りはずしかた、取り付けかたは「イヤーピース交換のしかた」（➡ 9ページ）
を参照してください。

お手入れに使用できないもの
ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためたり、変質、変
色の原因となりますので使用しないでください。
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故障かな？と思ったら
修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。
次のことを調べても、なお異常があるときは、＜ユニデンダイレクト＞お客様センターへお電話いた
だくか、または＜ユニデンダイレクト＞ホームページよりお問い合わせください。（➡裏表紙をご覧
ください。）

症　状 ここをチェック 処　置 参照ページ

電源が入らない
電池が消耗していませんか。

新しい電池に交換してみてくださ
い。

8

電池のプラス・マイナスが逆になっ
ていませんか。

電池を正しい向きに入れ直してく
ださい。

8

音が聞こえない

イヤホンが本体にしっかりと接続
されていない。
（接続が不完全な場合、電源ランプ
が緑色点滅します。）

イヤホンプラグを本体にしっかり
奥まで挿入してください。

9

音量が最小になっていませんか。
音量ダイヤルを回して音量を調整
してください。

12

専用イヤホン以外のイヤホンを使
用していませんか。

専用イヤホン以外のイヤホンはお
使いになれません。
必ず本機専用のイヤホンをお使い
ください。

9

音が片側だけし
か聞こえない

音量の左右バランスがどちらかに
片寄っています。

左右音量調整つまみを回して左右
の音量バランスを調整してくださ
い。

12

上記の事項を確認しても症状が改
善しない場合、イヤホンが断線し
ている可能性があります。

＜ユニデンダイレクト＞お客様セ
ンターへお電話いただくか、また
は＜ユニデンダイレクト＞ホーム
ページよりお問い合わせください。

裏表紙

雑音やひずみ音
が入る、音が悪
い

イヤホンプラグ（端子部分）が汚
れていませんか。

イヤホンプラグを掃除してくださ
い。

13

イヤホンのイヤーピースに耳あか
やゴミ、ホコリなどが詰まってい
ませんか。

イヤーピースを掃除してください。 13
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15

おもな仕様
型 番 SVR700
品 名 ステレオボイスレシーバー
最大出力音圧レベル 110dBSPL
最 大 音 響 利 得 40dB
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型
電 源 単 4形ニッケル水素充電池（付属）または単 4形乾電池 1本
外 形 寸 法 39mm（幅）× 74.4mm（奥行）× 14.2mm（高さ）
質 量 約 25g（コード類、電池含まず）

症　状 ここをチェック 処　置 参照ページ

ハウリング
（ピー音）がする

イヤホンを片側だけで使用してい
ませんか。

両耳にイヤホンを装着してくださ
い。片側をはずした状態で使用す
るとピー音（ハウリング）が出や
すくなります。

̶

音量が大きすぎます。
音量ダイヤルを回して適切な音量
に調整してください。

12

イヤーピースのサイズは合ってい
ますか。

イヤーピースを耳穴にフィットす
るいずれかのサイズに交換してく
ださい。

9

ランプが点滅
している（赤色）電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 8

ランプが点滅
している（緑色）

イヤホンが本体にしっかりと接続
されていない。

イヤホンプラグを本体にしっかり
奥まで挿入してください。

9

専用イヤホン以外のイヤホンを接
続していませんか。

本機に付属の専用イヤホンを接続
してください。

̶
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＜ユニデンダイレクト＞お客様センター

＜ユニデン＞製品情報サイト

0120-20-20-70（無料）サポートダイヤル0120-012-123商品のご注文

長年ご使用の製品の点検を！ 熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、
故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。

このような
症状は
ありませんか

ご使用中止● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
● 内部に水や異物が入った。
● 正常に動作しなくなった。

故障や事故防止のため、バッテ
リーを抜き、必ず＜ユニデンダ
イレクト＞お客様センターにご
相談ください。

http://www.uniden.jp/

http://www.uniden.jp/suppor t/manualdl.html

http://www.uniden.jp/

安全に関するご注意 ● 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 
 火災、感電、故障の原因となることがあります。 

● 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。
 感電や故障などの原因となることがあります。

● 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となること
があります。

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みの
上、正しくお使いください。

取扱説明書は、右記のホームページ
にてご覧いただけます。

保証書に関するお願い

注意事項

当社製品のお取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

発行日：2012 年 8月　第1版
ユニデン株式会社
〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
http://www.uniden.co.jp/

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。
あらかじめ、ご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。
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SVR700    取扱説明書
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