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日本語

通信ランプ
機器や通信の状態によって、ランプは以下のように点灯・点滅・消灯します。

安全のために

ワイヤレスマイクロホン

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いか
たをすると、火災などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず
お守りください。
 安全のための注意事項を守る
この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。
 故障したら使わない
動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談ください。
 万一、異常が起きたら

Wireless Microphone



変な音・においがしたら、煙が
出たら。

警告表示の意味

取扱説明書

ビデオカメラから取りはずす
ソニーの相談窓口に相談する

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。
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身
事故の原因となります。
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺
の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になる
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。この取扱説明書をよくお読みのうえ、
製品を安全にお使いください。お読みになっ
たあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

下記の注意事項を守らないと、火災・感電により
死亡や大けがの原因となります。
内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐ
にスイッチを切り、ソニーの相談窓口へご相談ください。

状 態
レシーバーとマイクロホンのス
イッチをONにした直後
接続状態になり、音声が明瞭に
記録できる
レシーバーまたはビデオカメラ
のスイッチをOFFにする
マイクロホンのスイッチをOFF
にする
通信状態が悪く音声が途切れる
とき

レシーバー
青色で遅い点滅（待ち受け状態）

マイクロホン

青色で点灯
消灯
青色で遅い点滅
（待ち受け状態）
青色で早い点滅

青色で遅い点滅
（待ち受け状態）
消灯
青色で早い点滅

マイクロホンバッテリー警告ランプ（MIC BATT）
マイクロホンの電池が残り少なくなると、赤い残量ランプが約1秒周期で点滅します。早めに電池
を新しいものと取り換えてください。
マイク（収音部）
電源／モードスイッチ

マイクロホン（イラスト -2 参照）

電源スイッチ
電池の消耗を防ぐために、使用しないときは電源スイッチを切ってください。
通信ランプ（の表を参照）
イヤホン端子
レシーバーで収音している音声が確認できます。
マイク（収音部）
ストラップ取り付け部
ネックストラップなど（同梱していません）を取り付けられます。
必要に応じてご使用ください。
バッテリー警告ランプ（BATT）
マイクロホンの電池が残り少なくなると、赤い残量ランプが約1秒周期で点滅します。早めに電池
を新しいものと取り換えてください。
音量調節ボタン（VOLUME）
電池ぶた
クリップ
衣服、付属のアームバンドに取り付けるときに使用します。
クリップを下にして、マイクロホンを机の上などに置くこともできます。
ウインドスクリーン
マイクロホンにかぶせて使用することにより、強い風や息が直接あたるときに発生する「ボコボコ」
という雑音を減らします。

取り付けかた
レシーバー（イラスト  参照）

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。危険ですので、絶対に自分で分解しないでください。
内部の点検や修理はソニーの相談窓口へご相談ください。

ECM-HW2

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用する
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
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病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは本機を使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

このマークの商品は、ソニー（株）のビデオ機器のアクティブインターフェース
シューシステムに対応しています。このシステムを搭載したビデオ機器とアクセサ
リーを組み合わせることにより、目的に合わせた効果的な撮影が簡単に行えます。

航空機内では本機を使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、本機を使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

運転中は使用しない
 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用した
り、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
 また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分に
ご注意ください。









下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に
損害を与えることがあります。



大音量で長時間続けて聞きすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えるこ
とがあります。とくにヘッドホンやイヤホンで聞くときにご注意ください。周囲への
音漏れにも注意し、呼びかけられて返事ができるぐらいの音量で聞きましょう。
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湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かない
故障の原因となります。

落としたりぶつけたりしない
故障の原因となります。






ぬれた手で本機や電池をさわらない
感電の原因となることがあります。
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電池の挿入口や端子などから、内部に金属類や燃えやすい物などの異物を差し込んだ
り、落とし込んだりしない
火災・感電の原因となります。

電池についての安全上のご注意とお願い

 

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。



 火の中に入れないでください。ショートさせたり、分解、加熱しないでくださ
い。
 火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しないでください。






 乾電池は充電しないでください。
 指定された種類の電池を使用してください。
 金属に触れ、、がショートすると発熱、発火する危険があります。



 との向きを正しく入れてください。
 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
 電池の電極と本機の電池端子部は時々乾いた布などで汚れを拭き取ってくだ
さい。電極や電池端子部に皮脂などの汚れがあると、動作時間が極端に短くな
ることがあります。



もし電池の液が漏れたときは、電池ケース内の漏れた液をよくふきとってから、新しい電池を入れて
ください。万一、液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。



主な特長

本機は、アクティブインターフェースシューを搭載した、対応ビデオカメラで使用できます。
 ビデオカメラから遠く離れた被写体の音声を明瞭に記録できます。
 5.1ch サラウンド対応のビデオカメラに装着すると、5.1chサラウンドのセンターチャンネル用マ
イクとして機能し、臨場感のある音声の中で対象物の音声を明瞭に記録できます。
 本機は、Bluetooth無線通信技術を使用したワイヤレスマイクロホンです。
 ビデオカメラに取り付けるレシーバーと被写体側のマイクロホン（トランスミッター）
（以下、マイ
クロホンとする）のそれぞれにマイクユニットとイヤホン端子を装備しています。撮影をしている
人と被写体の人が離れていても会話をすることが可能で、それらの音声を記録することもできま
す。
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Bluetooth® 無線通信技術について

Bluetooth無線通信技術とは、パソコンとその周辺機器、携帯電話など、さまざまな機器同士を無線
で接続し、相互の通信を可能にする技術の名称です。
 本機は製造時にレシーバーとマイクロホンのペアで通信できるように設定しています。そのため
一般のBluetooth機器で必要な認証、ペアリングやパスキーの入力操作は必要ありませんが、ペア
で販売されている以外のレシーバーとマイクロホンの組み合わせや、複数のマイクロホン、一般の
Bluetooth機能を搭載しているパソコン、携帯電話とは通信できません。
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ご注意
 本機は以下の状況において通信感度に影響を受けることがあります。
 レシーバー前部とマイクロホンの間に人体や金属、壁または反射面などの障害物がある場合
 無線LANが構築されている場所、複数のBluetooth機器を近距離で使用している場所、電子レン
ジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
 マイクロホンをビデオカメラに近づけすぎると、電波の影響で、記録される音声にノイズが入る場
合があります。1m以上離した状態でご使用ください。
 通信状態が悪化して音声が途絶えたり、ノイズが発生する場合、レシーバーの通信ランプが早い点
滅をします。距離が適当か、障害物がないかなど確認し、通信ランプが安定して点灯している状態
でご使用ください。

取り扱い上のご注意

無線通信機器については認証を受けた国、地域でしか使用できません。
本機は精密機械です。落としたり、たたいたり、強い衝撃を与えないでください。
高温多湿の場所での使用、保存は避けてください。
使用中、イヤホンをマイク（収音部）に近づけると「ピー」という音が発生することがあります（ハウ
リング現象）。その場合は、イヤホンとマイク（収音部）の距離をできるだけ離すか、イヤホンの音量
を下げてください。
 使用中にマイクロホンに触れると、ノイズとして録音されてしまいます。手などが触れないように
ご注意ください。
 レシーバーを持って、ビデオカメラを持ち上げないでください。
 温度の低い場所で本機をご使用になる場合は、常温時（25℃）に比べて電池の性能が低下しますの
で、使用できる時間が短くなります。
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機器認証について



-1

-2

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、認証を受けています。
従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 本機を分解／改造すること
 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと
本機は国内専用です。海外ではご使用いただけません。海外では国によって電波使用制限があるため、
本機を使用した場合罰せられることがあります。

商標について

Bluetoothトレードマークは、商標権利者が所有しており、ソニーはライセンスに基づき使用して
います。
 その他、この取扱説明書に記載されているシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メー
カーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、マークはすべてについては明記してい
ません。


周波数について

本機は2.4GHz帯の2.400GHzから2.4835GHzまで使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を
使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用
ください。
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使用上のご注意

本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器
のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線
局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用
されています。
1 . 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2 . 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を
変えるか、または本機の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3 . 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口へご相談ください。
2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用
2. 4 FH 5 この無線機器は
し、与干渉距離は50m以下です。

モードスイッチについて
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ビデオカメラで録画を開始する前にレシーバーの電源／モードスイッチを切り換えることにより、以
下のモードでご使用いただけます。
 SINGLEモード
マイクロホンで収音した音声のみを録音します。
マイクロホン周囲や、取り付けた被写体の音声を、ビデオカメラから離れた場所でも明瞭にモノラ
ル録音することができます。
 5.1ch MIXモード
5.1ch サラウンド対応のビデオカメラと組み合わせて使うと、5.1chサラウンドのセンターマイク
として使用でき、マイクロホンとビデオカメラ周辺の音声の両方を臨場感のある5.1ch サラウンド
で録音できます。
 MONO MIXモード
マイクロホンとビデオカメラ周辺の音声の両方をミックスしてモノラルで録音できます。
（レシーバーとマイクロホンが同じ音声を収音した場合、エコーや音割れが起きる場合があります。
5.1ch サラウンド対応のビデオカメラをお使いの場合は、5.1ch MIXモードをお使いになることを
おすすめします。）
 3つモードのいずれでも、通信接続中はそれぞれイヤホンを接続することで、マイクロホン側ではレ
シーバー周辺の音声を、レシーバー側ではマイクロホン周辺の音声を聞くことができるので、ビデ
オカメラで撮影する人とマイクロホンを持った被写体の人が離れたところで会話することができ
ます。

各部の名称（イラスト  参照）
レシーバー（イラスト -1 参照）

イヤホン端子
マイクロホンで収音している音声が確認できます。
FRONT（受信部）
固定ツマミ
シューコネクター（端子部）
音量調節ボタン（VOLUME）

レシーバーをビデオカメラに取り付ける／取りはずす際は、レシーバーとビデオカメラの電源スイッ
チが「OFF」の状態で行ってください。
レシーバーの固定ツマミが反時計方向に回りきっているかを確認する（イラスト-1）。
レシーバーの裏面にある矢印とビデオカメラにある矢印の方向を合わせる（イラスト-1）。
レシーバーのシューコネクター（端子部）をビデオカメラ凹部にはめ込み、矢印の方向に固
定ツマミの部分を押してスライドさせる（イラスト-1）。
4 固定ツマミを時計方向に回し固定させる（イラスト-2）。
5 ビデオカメラのレンズの方向にあわせて、レシーバーを回転させる。
レシーバーは約270度回転します。レシーバーのFRONT（受信部）がビデオカメラのレンズ側を
向くようにしてください（イラスト-3）。270度以上回転させると故障の原因となります。

1
2
3

取りはずすとき
固定ツマミを反時計方向に回してゆるめる。
固定ツマミ部をもって、取り付けた方向と反対にスライドさせてはずす。

1
2

ご注意
 固定ツマミを回すときはレシーバー本体を回さないようご注意ください。
 レシーバーが差し込めないときは、固定ツマミを、反時計方向にとまるまで回してください。ロッ
クが解除されます。
（ がFRONT方向です。）
 レシーバーのアンテナ感度の指向特性は、イラスト-4をご覧ください。
 レシーバーのFRONT（受信部）がマイクロホン側（通常、対象物を撮影するビデオカメラのレンズ
側）に向いていないと感度が悪くなります。

マイクロホン（イラスト  参照）

取り付ける前に
電池（別売）をご用意ください。
電池は単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素充電池1本をご使用ください。
ソニー製電池の使用をおすすめします。他の電池では、本機の性能が充分に発揮できない場合があり
ます。
1 電池ぶたをはずす。
2 電池をケース内の表示に従って正しく入れる。
3 電池ぶたを閉じる。

衣服などに取り付ける

クリップで胸ポケットなどお好みの場所に取り付けてください。
レシーバーに接続したイヤホンで音声を確認する（このあとの説明を参照）などして、使用する状況や
音の状態に合わせて最適な位置に取り付けてください。
ご注意
ペースメーカーなど医療用電気機器を装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着、衣服
への取り付けはしないでください。本機を医療用電気機器などの近くで使用すると、故障の原因とな
るおそれがあります。
アームバンドを使う（イラスト参照）
アームバンドにクリップで取り付け、腕に巻きつけてご使用ください。
イヤホンハンガーを使う（イラスト参照）
お子様など耳の小さな方がご使用の際、イヤホンがはずれやすい場合にお試しください。イラストの
ようにイヤホンハンガーにイヤホンを取り付けてください（イラスト-1）。
アーム部分を耳にかけ、イヤホンが耳の穴の近くにくるように位置を調節してください。
（イラストは左耳に取り付けた状態です。）

使いかた

1
2

3

ビデオカメラのスイッチを入れ、スタンバイ状態にする。
レシーバーの電源／モードスイッチで希望のモードを選択し、マイクロホンの電源スイッチを
「ON」にする。
レシーバーとマイクロホンの電源を入れると、直後に両方の通信ランプが青色で遅い点滅をしま
す。この状態で相手の機器を探索し、通信接続、認証を行っています。接続状態になり音声を明瞭
に記録できる状態になると、両方の通信ランプが青色で点灯します。
レシーバーの通信ランプが点灯していることを確認したうえで、ビデオカメラの録画スタートス
イッチを押す。

ご注意
 録画中にスイッチを切り換えると、正しくモードが切り替わらなかったり、接続が途絶えて音声が
記録されなかったり、あるいはノイズが録音されてしまったりする場合があります。必ずいったん
録画を停止してから切り換えてください。
 本機を使用して撮影すると、録画スタート時に操作音（おしらせブザー）が記録される場合がありま
す。お使いのビデオカメラの操作音（おしらせブザー）を「切」にしてから録画することをおすすめ
します。詳しくは、お使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
 MONO MIXモードでお使いの場合、レシーバーとマイクロホンが同じ音源の音声を収音すると、エ
コーや音割れが起きる場合があります。レシーバーとマイクロホンが同じ音声を収音しないよう、
充分離れてお使いください。
 マイクロホンの電源が入っていない状態や、レシーバーとマイクロホンが接続状態でないときに録
画を開始すると、無音になったり、
「ピー」というノイズが記録される場合があります。レシーバー
とマイクロホン両方の通信ランプが青色で点灯し、接続状態になっていることを必ず確認して、録
画を開始してください。
 叩くような衝撃音がマイクロホンに加わると、自動レベル調節のため2 〜 3秒間周囲の音声が無音
のように小さくなりその後復帰する場合がありますが、故障ではありません。

イヤホンによる音声の確認について

 レシーバーのイヤホン端子にイヤホンをつなぐとマイクロホンが収音している音声を確認するこ
とができます。また、マイクロホンのイヤホン端子にイヤホンをつなぐとレシーバーが収音してい
る音声を確認することができます。
（5.1ch MIXモードとMONO MIXモードのときも、マイクロホ
ン（トランスミッター）で収音している音声は確認できますが、ビデオカメラ内蔵のマイクやレシー
バーのマイクで収音され、実際に録音される音声はレシーバーのイヤホン端子からは確認できませ
ん。）
 イヤホンの音量は音量調節ボタンので調節できます。
（録音される音声のレベルは変わりませ
ん。）短く押すと1段階レベルが変化し、押し続けると連続してレベルが変化します。録画中に調節
するとボタンを押すカチカチという音が録音されます。録画を始める前に音量調節を行うか、でき
るだけボタンの音が録音されないよう長押し調節をご利用ください。
 本機で無線通信される音声は、デジタル処理のため実際の音声よりほんの少し遅れて伝送されま
す。そのため、実際の音とイヤホンで聞く音がエコーのように聞こえたり、記録される映像とわず
かにずれているように感じる場合がありますが、故障ではありません。

保証書とアフターサービス
保証書

 この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ
い。
 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときは
ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではワイヤレスマイクロホンの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製
造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。
保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口
にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
 型名：ECM-HW2（レシーバー単体 ECM-HW2（R）、マイクロホン単体 ECM-HW2（T））
 故障の状態：できるだけ詳しく
 購入年月日

主な仕様

通信仕様
通信方式
出力
主なBluetoothプロファイル

Bluetooth標準規格 Ver.2.0
Bluetooth標準規格 Power Class 1
Advanced Audio Distribution Profile, Audio Video Remote
Control Profile
最大 100 m

通信距離*
* カムコーダー側からマイクが見えている時の目安となる距離です。

金属、人体などの障害物や反射面の有無など周囲の状況や電波状況により変化します。

レシーバー
マイク方式
電源
消費電力

モノラル 無指向性
アクティブインターフェースシューから供給（約7.2 V）
約0.3 W（本機を使用した場合、ビデオカメラのバッテリーの使用時
間がおよそ10％短くなります。）
外形寸法（幅／高さ／奥行き） 約48×66×52 mm
質量
約59 g
マイクロホン（トランスミッター）
マイク方式
モノラル 無指向性
電源
1.5 Ｖ（単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素充電池1本**）
** 電池は別売です。また、マンガン乾電池は使用できません。
消費電力
約0.3 W
周波数特性
300〜9,000 Hz
連続使用時間
約3時間（ソニー製アルカリ乾電池で25 ℃で使用するとき）
低温の場合、アルカリ乾電池は使用時間が短くなります。ニッケル水
素充電池のご使用をおすすめします。
外形寸法（幅／高さ／奥行き） 約24×75×33.5 mm
質量
約26 g（電池を含まず）
レシーバー／マイクロホン（トランスミッター）共通
使用温度
5 ℃〜40 ℃
保存温度
−20 ℃〜＋60 ℃
同梱物
（1）、マイクロホン（トランスミッター）
（ECM-HW2（T））
（1）、ウインド
レシーバー（ECM-HW2（R））
スクリーン（1）、ポーチ（1）、アームバンド（1）、イヤホン（2）、イヤホンハンガー（1）、印刷物一式
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
お願い

ニッケル水素電池はリサイクルできます。不要になった電池は、金属部にセロハンテー
プなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
ニッケル
水素電池
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については
有限責任中間法人JBRCホームページ

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html
を参照してください。

安装无线麦克风
接收器（参见图 ȏ)

中文（简）
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Ꭷਾ༆ධড۰ຶჸຢถਾ༆ධˈכᅐ࣋טਾ༆ධञຶჸܿݢኑȃ!

1 确保将接收器的锁扣旋钮逆时针转到底 ʓ（参见图 ȏ-1）。
2 将接收器的底部箭头 ʔ 指向摄像机上的箭头方向 ʕ（参见图 ȏ-1）
。
3 将接收器的热靴连接器（端子）插入摄像机上的插槽 ʖ ，然后在按锁扣
旋钮的同时，沿箭头 ʕ 方向滑动接收器（参见图 ȏ-1）。
4 顺时针转动锁扣旋钮（参见图 ȏ-2）。
5 转动接收器，使其与摄像机镜头面朝相同方向。
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拆卸接收器

1 逆时针方向松开锁扣旋钮。
2 按住锁扣旋钮，并以安装时的相反方向滑动接收器。
注意
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麦克风（参见图 Ȑ)

安装之前
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警告

1 拆下电池舱盖。
2 按照电池舱内的极性指示，正确插入电池。
3 盖上电池舱盖。
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别在衣服上
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Bluetooth® 无线通讯技术

使用臂带（参见图 ȑ)
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使用耳挂（参见图 Ȓ)
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使用无线麦克风

1 打开摄像机电源，并设定在待机模式下。
2 滑动接收器的电源/模式开关，选择所需的模式并打开麦克风电源。
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3 确保接收器上的通讯指示灯点亮，然后按摄像机上的录制开始按钮。

使用须知
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关于模式开关
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ܬቪ৳๒!6/2!໌ܻሕಠܿຶჸിठቂˈׁକႇღఴࠞਖᏮၓ!
6/2!໌ܻሕܿ፩ఴࠞȃ!ቂׁକႇღఴࠞܿ!6/2!໌ܻሕಠˈ
૰ᇵఴࠞञຶჸ፵ၐܿᏋะ໌ሕȃ
ˎ MONO MIX 模式
ᇵܻ໌ܠቈఴࠞञਾ༆ධถܿ໌ሕ˄ܬਾ༆ධञఴࠞถܸᇜ
໌ሕˈ૰ঐڵოইሕডქ࠰ወሕȃቂ৳๒!6/2!໌ܻሕಠܿຶჸ
ˈਓሊ!6/2di!NJY!ಠቂׁକႇღఴࠞ˅ȃ
ˎ ႇజتቂຢ༧፯ಠܿುᇜ፯ˈਓஅᅹஏਾॄˈࣰஏਾߓˈޕ૰
ఴࠞᇜޤܸਾ༆ධ፵ၐܿ໌ሕˈᇵঽਾ༆ධᇜޤܸఴࠞ፵ၐ
ܿ໌ሕȃ!ጝᆼˈুצቂຶჸടຶ٠ܿเቪڕఴࠞܿടຶޭჺፇৱ
ࢉᇜܿށ୰ˈྊ౦้ᄵጸ٢ᅹȃ!

识别部件（参见图 Ȏ)
接收器（参见图 Ȏ-1）
ȩ 耳机插孔
૰ᇵ৭ఴࠞጸถܿ໌ሕȃ
̕ 正面（接收单元）
̖ 锁扣旋钮
̗ 热靴连接器（端子）
̘ 音量调节按钮 È¾ (VOLUME)
̙ 通讯指示灯
ፑ݁ࢎદົֻञᅹᎫྙݞதȂດཇডႯಏȃ
状态
接收器
ਾ༆ධञఴࠞ ݢ३ాດཇ
ኑܿཁৱ
˄ܚಠ˅
ਓஅஏਾ૰ᇵႣ ݞத
ሕ
࣋טਾ༆ධডຶჸ ݢႯಏ
ኑ
࣋טఴࠞ
३ాດཇ
˄ܚಠ˅
ቈᅹᎫଝߑ፩ ଓཨດཇ
ި໌ሕ

注意
ˎ ࣮ሕࣰڋ፩෧४ݢኑ0ಠ࣋ˈಠ૰ঐ࡙ˈקዏঐٛໍወ
ሕডጚౚ໌ሕȃ!ขፒሕ෧४ݢኑ0ಠ࣋ȃ
ˎ ၓமןಁሕܿฬไ࿎ሕ!)CFFQ*!ׁ־ႇღఴࠞถˈਓሊ
ܿຶჸຢਖ!\CFFQ^!ົށၓ!\࣋^ȃ!ჱႿངಖˈขدኡຶჸܿቂང
ಖ༚ȃ
ˎ !NPOP!NJY!ಠቂႇღఴࠞˈ࣮ਾ༆ධञఴࠞถܸᇜ໌
ሕˈ૰ঐڵოইሕডქ࠰ወሕȃ!ขਖఴࠞና୰ਾ༆ධܿˈߴݓᇵ
ಁถܸᇜ໌ሕȃ
ˎ ࣮࣋טமఴࠞݢኑড፟ၝஏਾਾ༆ධञఴࠞˈዏঐܸ
ወሕডጚౚ໌ሕȃ!ฬ֦ਾ༆ධञఴࠞຢܿᅹፑ݁ૂᇵݞதˈ
ᇲਓஅஏਾˈะॄሕȃ
ˎ ࣮ఴࠞຢᎩদ໌ˈ፵ၐܿ໌ሕખঐሓᏋވሕ࢙ݲߑਂ־ˈખ
ჸౚ໌ሕᇜᆼȃጝ፯Ꭻྙਖڕᅝܸಊ፬ˈะॄঅࡉܸᇵܿሕȃ!
ጝጸ٢ოჺȃ

通过耳机监听声音

ˎ ਖߓஏਾፚਾ༆ධܿߓצˈ૾نܸఴࠞጸถܿ໌ሕȃ
ਖߓஏਾፚఴࠞܿߓצˈ૾نܸਾ༆ධጸถܿ໌ሕȃ
˄੪࣏ຶჸܿؠఴࠞডਾ༆ධຢܿఴࠞ˄໌ሕถܠኇ˅ᇓঐᇵ!
6/2di!NJY!ಠञ!NPOP!NJY!ಠถञ፟໌ሕˈܦೄᄎ໌ሕႇߟࣰਾ
༆ධܿߓ૾نᄵ৭ȃፔఴࠞ˄ߙືධ˅ጸถܿ໌ሕئ૰ᇵ৭
ȃ˅
ˎ ߓܿሕ૰ࣰሕݲՙഀ È ञ ¾ ᄵݲȃ!˄ۨՙഀႇߟ࡙קྈ
፟໌ሕܿሕȃ˅!ଓՙˈ૰ᇵ࡙קᇜࢋሕৃܿሕȃ!ՙ᎘ˈሕਖஏ
ᅝ࡙קȃ!ሕࣰڋ፩ݲሕˈՙۨՙഀܿᚮᚼ໌ᇓঐ־፟ହȃ!
ขሕፇݲሕˈডጚՙ᎘ՙഀˈጝᆼئঐܿᚮᚼ໌ȃ
ˎ ׁକႇღఴࠞᇵ༮Ꮝᄳ୲ۃञߙཛྷ໌ሕˈ۰ߑܷৗ໌ሕቪ፟໌ሕ
˄־৭ܿ໌ሕ˅ፇৱ။ᄆܿ፦ॄȃ!ሓۨˈࣰߓ৭ˈ૰ঐܸ
ইሕᄌ࣮ȃ!ᆼˈ࣎֎ቂۨႇღఴࠞ໌ሕܿဇჸˈ૰ᇓঐ
მოڵᆖژᄌ࣮ȃ!ܦጝጸ٢ოჺȃ

规格
无线通讯
ᅹႼ!
Cmvfuppui!ࣙࢆ!Wfs/!3/1
༕!ڵ
Cmvfuppui!ࣙࢆ!Qpxfs!Dmbtt!2
᎐ᇋܿ৳๒!Cmvfuppui!ᅹᄒሊ
Bewbodfe!Bvejp!Ejtusjcvujpo!Qspgjmf-!Bvejp!
Wjefp!Sfnpuf!Dpouspm!Qspgjmf
Ꮾ߭ၐ+!
Ꮵና211!n
+!ጝఴࠞञຶჸፇৱ༄ᇑᏋቈܿ੧ཕᄪ
୰ȃ
༄ሕၤߑˈށ
ஂ!Cmvfuppui!ົֻፇৱܿጊ
Ւ႘ড߫ືᄹװಅȂႇღݢ؉݃ଝȃ
接收器
ఴࠞႼ!
ˈܻ໌ܠႇߴჹᄹ
ݢኑᇋช!!
ࣰ!Bdujwf!Joufsgbdf!Tipf˄ኑਾଁᅨ˅࿎࢜
ݢኑ˄ኙ!8/3!W˅
࢙क!
ኙ!1/4!X˄Ꭷਾ༆ධˈຶჸغܿڗݢᏮৱኙ
ਂຬ!21&ȃ˅
˄܄ڞ٣0ࡴ0ଔ˅!
ኙ!59!ȡ!77!ȡ!63!nn
፣!
ኙ!6:!h
麦克风（发射器）
ఴࠞႼ!
ݢኑᇋช!

ˈܻ໌ܠႇߴჹᄹ
2/6!W˄BBB!৻ᄹ࡞ڗݢড!BBB!Oj.NI!ڗݢݢڣ++˅
++!ڗݢࣽȃ!ቂ౫࡞ڗݢȃ
࢙क!
ኙ!1/4!X
൮ఋჳሥ!
411!.!:111!I{
ஏᅝغᏮৱ!
ኙ!4!ᄆ
!
˄36Ɇ!ቂ!Tpoz!৻ᄹ࡞˅ڗݢ
!
݈ၫቂˈ
ቂ৻ᄹ࡞غܿڗݢᏮৱਖঐ྄ޥȃ!
!
ਓሊቂ!Oj.NI!ڗݢݢڣȃ
˄܄ڞ٣0ࡴ0ଔ˅!
ኙ!35!ȡ!86!ȡ!44/6!nn
፣!!!!!!!!!!!!!!!!! ኙ!37!h˄֡ଭ˅ڗݢ

麦克风

३ాດཇ
˄ܚಠ˅
Ⴏಏ

接收器/麦克风（发射器）
غᏮၫ!ޡ
6Ɇ!.!51Ɇ
܃ၫ!ޡ
.31Ɇ!.!ˇ71Ɇ
所含物品
ਾ༆ධ!)FDN.IX3)S**!˄2˅ˈఴࠞ˄ߙືධ˅)FDN.IX3)U**!˄2˅ˈࠞܭ!˄2˅ˈ
צᄔ˄!ܙ2˅ˈ˄!ܕמ2˅ˈߓ!˄3˅ˈߓࣅ!˄2˅ˈڈ࿄ሠ༱ၭ

ଓཨດཇ

̚ 麦克风电池警告灯 (MIC BATT)
ܬఴࠞڗݢ໔ݢ݈ˈऽࡻ݁ኙಊ፬ດཇᇜ۫ȃ!ขஅু
४ᄧڗݢȃ
̛ 麦克风（拾音单元）
̜ 电源/模式开关

ົডࣙࢆˈވק༰ௐᄵፃȃ

ۨፗװിठ!Tpoz!༄൮ٛ൰ቂܿኑਾଁᅨႼȃׁႼിֻ
ܿ༄൮Ꮰञࡒၓமᄌܿሕၓܠȃ

麦克风（参见图 Ȏ-2)
̝ 电源开关
ၓம߷ፒڗݢᄂकˈቂข࣋ݢטኑ࣋ȃ
̞ 通讯指示灯（见 ̙ 中的表格）
̟ 耳机插孔
૰ᇵ৭ਾ༆ධጸถܿ໌ሕȃ
̠ 麦克风（拾音单元）
̡ 腕带挂钩
૰ᇵਖှ˄݃ܕၝࡒܸࣅ˅ܕఴࠞຢȃ
ขࢎદᅍᇋᅤቂȃ
̢ 电池警告灯 (BATT)
ܬఴࠞڗݢ໔ݢ݈ˈऽࡻ݁ኙಊ፬ດཇᇜ۫ȃ!ขஅু
४ᄧڗݢȃ
̣ 音量调节按钮 È¾ (VOLUME)
̤ 电池舱盖
̥ 夹子
ቂۨঢ়Ꮚ૰ᇵਖఴࠞ׳ᇣ࠵ຢড࿎࢜ܿܕמຢȃ
૰ᇵਖۨঢ়ᏊᏮၓ৩ᏊˈਖఴࠞᎷಅຢȃ
̦ 挡风罩
ఴࠞຢˈਂຬॅႥডࠞܐٛໍܿൄൄወሕȃ

྆ೞ࢞ཌྷ
๊ڵඓ;!3121!೧!6!ኟ
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