1. ご使用の前に

2. ご使用方法

① ConnexxLink 背面に充電池とネックループを
嵌めます。
（ネックループは補聴器と通信用のアンテナ）

① ブルートゥーススティックを PC に挿します。
ポートは USB２でも USB3 でも構いません。
中の緑色 LED が点滅します。

② 付属の電源アダプターと日本用の電源プラグ
をパチンというまで嵌めます。
③ 電源アダプターを、直接 ConnexxLink に挿し
ます。あるいはクレードルの背面「POWER」
に挿し、クレードルに ConnexxLink をしっかり
挿します。
④ 約 5 時間のフル充電で約 6 時間使えます。

【ご注意】
：

● 充電池は仮充電済みで出荷していますが、フル充電してからご使用ください。
● 充電池は消耗品です。使用時間が短くなったときは交換してください。
● AC アダプタは 100V 〜 240V 対応です。海外では現地のプラグ形式や電圧をご確認の上、付属
のプラグを付け替えてお使いください。
● 付属の USB ケーブルで PC からも直に充電できます。充電時間は PC により 異なります。
PC 〜クレードル経由で充電する時はクレードル背面の「POWER」に繋いでください。
「USB」は
使いません。
● 電池ブタ（ネックループ付）は固いのでコイン等で開けてください。

3. ディスプレイの表示
■ 電池残量

充電中

② 電源オン：ConnexxLink 表面中央のボタンを押します。
ディスプレイのブルートゥースマークが点滅 → 点灯になります。

▶

▶

③ ConnexxLink をお客様の首に掛けます。
④ これで準備完了です。
以降は中面の「ConnexxLink の使い方」をご覧ください。
⑤ 電源オフ：ConnexxLink 表面
中央のボタンを押
します。

▶

【ご注意】：

● ネックループの端子はしっかり挿し込んでください。
● 補聴器との通信距離は 25cm です。
● 充電中は調整できません。調整には充電器を外してください。
● ミニテック、イージーテック等のリモコンはすべて首から外し
使わないでください。リモコンと ConnexxLink が混信する場合があります。なお、リモコンを
PC に USB 接続してリモコンの設定をすることは構いません。
● 金属製ネックレスや磁気ネックレスが通信を妨害する場合があります。ネックレスを外してご
使用ください。

4. 故障かな？と思ったら
充電完了

● 充電されてますか

● 充電中ではありませんか

● ブルートゥーススティックは中の緑色 LED が点灯していますか
● お客様の首に掛けて使っていますか
■ 動作中

節電のため消灯することが
ありますが操作すると点灯
します。

● ネックループのコネクターはしっかり接続されていますか
● 電磁波の影響で通信エラーマークが出ることがあります

ミニテック、イージーテック等のリモコンもお客様の首に掛けて
いませんか

蛍光灯やパソコンに近づきすぎていませんか（20cm 以内）

■ 補聴器と通信中

金属製ネックレスや磁気ネックレスを掛けていませんか

● 補聴器の電池は十分ですか

● 補聴器はワイヤレス機能付きですか（Sirion 耳かけ型は例外的に可能）
● 補聴器が離れていませんか

■ 補聴器通信エラー

■ ブルートゥース

接続完了（点灯）
検出中 （点滅）

補聴器との通信距離は 25cm です。電池交換等で補聴器が離れ
ると「通信範囲にある補聴器」の表示が出ます。補聴器を装用し
” 再検出” すると自動で再接続して調整を続行できます。

ブルートゥース接続が１時間ないと
自動で電源オフします。

● ブルートゥーススティックから 10m 以上離れていませんか

ConnexxLink 取扱説明書

ブルートゥース接続は 10m を超えると切れますが 10m 圏に戻
ると自動再接続します。Connexx の「Programmer not found」
の表示は「OK」で閉じます。
（２度出ることもあり）
。
再度補聴器を検出すると調整を続行できます。

左にメロディーが聞こえた

右にメロディーが聞こえた

で右耳にメロディーが聞こえ
で左耳に聞こえた場合

片耳でも両耳でも必ず押して左右を確認

【例】
：上の
下の

を押すと補聴器からメロディーが出ます。
お客様に聞こえた側を確認して右／左をクリック
します。マウスを離すと ● が現れます。

5. 左右の設定

【注】
：ネックレスやお客様のリモコンは首か
ら外してください。（イージーテック、
ミニテック等）

電源を入れます。

1. ConnexxLinkをお客様の首に掛けて

：正しく入れ直す

表示は左でも右にメロディーが聞こえたら

表示は右でも左にメロディーが聞こえたら

［×］
：検出直後に逆だったら

検出直後の ● は装用耳と逆だったり他のデモ
器を検出している場合があります。
必ず
で 装用耳を確認してください。

6. ご注意

ConnexxLinkに を入れます。
ファームウェアは4.0です。

2. ユーザー設定＞プログラマーで

Connexx7 編

7. 調整に進みます。

ConnexxLinkを選びます。
（この作業は次からは不要です）

3. 右上のプログラマー選択で

ConnexxLink の 使い方

補聴器と通信中

OKで進みます。

で補聴器を検出します。

Connexx7 画面にも通信エ
ラーが出ますが補聴器を
再検出すると調整を続行
できます。

通信エラーマークが出たら
蛍光灯や PC から 20cm 以
上離れてください。他のリ
モコンやネックレスは首か
ら外してください。

【万一、通信エラーが起きたら】

ミニテック、イージーテック等のリモコンや
ネックレスを首に掛けていたり蛍光灯やパソ
コンに近づきすぎていると
（20cm 以内）
、電磁
波の影響で通信エラーマークが 出ることがあ
ります。

8. 万一 通信エラーが起きたら

4.

片耳でも両耳でも必ず押して
左右を確認

左にメロディーが聞こえた

右にメロディーが聞こえた

：RL を押してクリアして正しく入れ直す

表示は左でも右にメロディーが聞こえたら

表示は右でも左にメロディーが聞こえたら

［×］
：検出直後に逆だったら

【例】
：上の
下の

で右耳にメロディーが聞こえ
で左耳に聞こえた場合

検出直後の
は装用耳と逆だったり他のデモ
器を検出している場合があります。
必ず で装用耳を確認してください。

6. 左右の設定 [両耳装用の場合]

ConnexxLinkを選びます。

2. 補聴器を検出します。

を押すと補聴器からメロディーが出ます。
お客様に聞こえた側を確認してR ／ Lをクリック
します。

5. 左右の選択 [片耳装用の場合]

【注】
：ネックレスやお客様のリモコンは首か
ら外してください。
（ミニテック、イージーポケット等）

電源を入れます。

1. ConnexxLinkをお客様の首に掛けて

7. 調整に進みます。

設定＞装置でConnexxLinkに を
入れてから再度読み取ります。
（この作業は次からは不要です）

Connexx6 編

3. もし左の画面が出ない場合は

ConnexxLink の 使い方

もしくは補聴器
を再検出します。

Connexx6 画面にも接続エラーが出ますが「最後の
アクション」で続行します。

通信エラーマークが出たら蛍光灯や
PC から 20cm 以上離れてください。
他のリモコンやネックレスは首から
外してください。

【万一、通信エラーが起きたら】

ミニテック等のリモコンやネックレスを首に掛け
ていたり蛍光灯やパソコンに近づきすぎていると
（20cm 以内）
、電磁波の影響で通信エラーマークが
出ることがあります。

8. 万一 通信エラーが起きたら

補聴器と通信中

4. 進むをクリックします。

5. 付属品

6. アフターサービスについて

① ConnexxLink 本体
② ブルートゥーススティック

×１

■ 保証書（別添）

×１

③ USB ケーブル
④ 充電池
⑤ ネックループ

保証書は大切に保管してください。

×１

■ 保証期間中に修理を依頼されるとき

×１★

恐れ入りますが、保証書を添えて弊社までお送りください。

×１★

⑥ AC アダプタ、各プラグ
⑦ 充電用クレードル

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。

×１★
×１★

■ 保証期間経過後の修理について

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、

⑤

⑥

有料で修理いたします。

■ 部品の保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後４年間です。

③

①

⑦

②

④

★ はメンテナンス用に別売品も用意しています。

7. 安全上のご注意（必ずお守りください）
禁止

● 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、クレードル以外はご使用にならないでください。
● 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。
● ConnexxLink も充電池も濡らしたり湿度のあるところに持ち込まないでください。

● 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。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。電子レンジで乾燥させないでください。

● レントゲンや MRI などの放射線は、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。

警告

● 心臓ペースメーカーを使用している方には使用しないでください。
● 破損したら使用を止めてください。感電する危険があります。

● 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。

● ネックループが首に巻きつくと窒息の危険を伴います。周囲の物に十分注意してください。１2 歳以下の子供には使用しないでください。

● 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。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。
● 引火性の強い場所や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
● 充電する際は、周囲の温度が 0℃〜 45℃の場所で行ってください。

注意

● 取扱説明書に従い補聴器の調整目的にのみお使いください。

● 水による故障は保証外ですので有料修理になります。修理できないこともありますのでご了承願います。

● 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。
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が有効になっているとき ConnexxLink を用いるとプツプツという雑音が聞こえることがあります。ConnexxLink を補聴器から 10 ㎝以上離してください。
● 充電池の使用時間は、使用環境や充電池の劣化度により異なります。

● 電源が入らないほど充電池を消費した状態で保管しないでください。充電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
● ご不要になったら自治体指定の方法で処分してください。

製造販売業者名：シバントス株式会社
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91058 Erlangen
Germany
under Trademark License of Siemens AG

住所：〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5-29-15
TEL 0800-222-4133

FAX 0800-888-4133

※本フリーコールはＩＰ電話からはつながりません。
その場合は、下記番号までお問合せください。
TEL 042-765-7211
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