
保証規定
1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場

合には無償修理いたします。
2. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてオムロンお

客様サービスセンターに依頼または送付してください。
3. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧によ

る故障および損害。
（ニ）本書の提示がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるい

は字句を書き替えられた場合。
（ヘ）消耗部品（耳せん、乾電池）。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するも

のです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもので
はありません。

6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品　質　保　証　書
このたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきありがとうござ
いました。本機は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しか
し通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定
によりお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。
※本機の保証は、日本国内での使用の
場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、
記入捺印していただいてください。

お買い上げ店名

x
住所

Tel. （ ）
お買い上げ年月日 年　　月　　日

品　名 オムロン イヤメイトオートポケット

形　式 AK-21

ご芳名

ご住所

Tel. （ ）

発売元

ヘルスケアビジネスカンパニー
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL03(3436)7092

■本器は普通の会話や小さな話し声が聴きとりにくい
など、耳の少し遠い方のための聴力を補う機器です。
（高度難聴の方には向きません）

■次のような方は、ご使用になれない場合があります。

・耳だれのある方。

・耳の病気にかかったことのある方。
（中耳炎、メニエル氏病など）

・耳の手術を受けたことのある方。

■このたびは、オムロンイヤメイ
トをお買い上げいただきまして
ありがとうございました。

■安全に正しくお使いいただくた
め、ご使用前にこの取扱説明書
を必ずお読みください。

■本書はいつもお手元においてご
使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねていま
す。紛失しないように保管して
ください。

取扱説明書

AK-21

発売元

製造元武蔵リオン株式会社
医療用具許可番号 13BZ2721

■軽度～中等度難聴までカバーします。

■面倒な調整がいらない自動騒音抑制装置を内蔵。

周囲の騒音を自動的に抑え、会話を聴きやすくします。

■出力制限装置を内蔵した安全設計。

最大出力音圧を125dB*以下に抑え、突然の大きな音
が発生しても安全です。

■大・中・小の3段音量切替え。

■約400時間の電池寿命。（アルカリ乾電池使用時）
*dB（デシベル）…音の大きさを表す単位です。

安
全
上
の
ご
注
意

■ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いに
なる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■表示と意味は次のようになっています。

記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、 の中や近くに
文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。

●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は､●の中や近くに文章や絵
で示します。左図の場合は“一般的な強制”を示します。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

警告 
注意 

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

警告 

下記のような方は、医師の指導を受けてからお使いください。
・お子様が使うとき。
・耳の治療を受けている方が使うとき。
•事故や体調不良をおこす恐れがあります。

下記のような症状があらわれたときは、本器の使用を中止し、
すぐに医師にご相談ください。
・本器と接する皮膚が、かぶれたり湿疹ができたとき。（本器の皮膚に接する部分には、
炎症をおこしにくい材料を使用していますが、体質によっては、まれにかぶれや湿疹が
生じることがあります。）
・使用中に耳だれが生じたり、何らかの事情で耳の治療が必要になったとき。
・以前に比べ、急に聴力がおとろえたとき。
•症状の悪化の恐れがあります。

【
図
記
号
の
例
】

音量（利得）調整器
※「大」「中」「小」の3段切替えです。
表示の●が大きいほうが「大」となります。

付属品 別売品

使用電池と電池寿命（連続使用時間)

• 単3形高性能マンガン乾電池(黒)：約220時間
• 単3形アルカリ乾電池：約400時間

※付属の電池はお試し用ですので上記の電池寿命よりも
早く切れる場合があります。
※電池寿命は、使用する電池の種類や使用条件によって
変わります。
※電池が消耗すると聴こえにくくなりますので、新しい
ものと交換してください。

① 電源を「切」の状態にします。

② 電池カバーを開けます。

③ 乾電池の を本体表示に合わせて
入れます。

④ 電池カバーを閉じます。
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本器はあなたの聴力を元に戻すものではありませんが、
よりよく聴こえるように聴力を補う機器です。大きな音
で聴いたり、耳に合わない使い方をすると耳を痛める原
因になります。

使い始めは音量を「小」にして、慣れるに従って音量を
加減してお使いください。

ご使用前には綿棒などで耳あか掃除の習慣をつけましょ
う。耳せんが耳あかでふさがると、音が聴こえにくくな
ります。

商品の特長 乾電池の入れ方

各部のなまえ

きもちよくお使いいただくためのお願い

マイク

電源スイッチ

クリップ

耳せん（MS）

本体側プラグ

イヤホンコード
（85cm）

イヤホン

イヤホン側
プラグ

耳せん（M）（1個）〔装着済みの耳せん
（MS）より大きいサイズの耳せんです。〕

お試し用乾電池（1個）
取扱説明書（品質保証書付）（1部）
お客様サービスセンターシール（1部）

耳せん（M）、（MS）
イヤホン（耳せん別）
イヤホンコード（85cm）

※オムロンお客様サービスセンター
（裏面参照）でご購入になれます。

電池カバー

お手入れ

■ご使用後は、柔らかい布などで汚れをふき取ってくだ
さい。

■耳せんは、耳あかやゴミが詰まりやすいものです。詰
まると音が小さくなったり聴こえなくなるばかりかイ
ヤホンの故障の原因にもなります。ときどき外してぬ
るま湯などで洗い、乾いた布できれいにふいてくださ
い。

■耳せんは消耗部品です。お手入れをしても耳せんにつ
いた耳あかやゴミが取れなくなったり、変色したり、
固くなったときは新しいものと交換してください。

■シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでく
ださい。

乾電池の液もれが起こり本体を傷めることがあります。
以下の点に気をつけてください。
・長期間（3ヵ月以上）使用しないときは、乾電池を取
り出しておいてください。
・使いきった乾電池はすぐに新しいものと交換してくだ
さい。
・乾電池の を間違えないようにしてください。

使用済みの電池は、市町村のゴミの分別方法に従って廃
棄してください。

お願い

※本機の修理内容は修理伝票に記載します。

お使いになる
前によくお読
みください



お願い
本器に強いショッ
クを与えたり落と
したりしないでく
ださい。

3ヵ月以上ご使用
にならないとき
は、乾電池を取り
出しておいてくだ
さい。

イヤホンコードを
持って、引っ張っ
たりしないでくだ
さい。

注意 

MRI（磁気共鳴画像診断装置）
診断を受けるときは必ず本器を
外してください。
•故障の恐れがあります。

就寝時には、使わないでください。
•事故や体調不良の恐れがあります。

激しい運動をするときは、本器を使わ
ないでください。
•故障の恐れ、または、落として破損
する恐れがあります。

携帯電話及びPHS（簡易携帯電話）
と一緒に本器を使わないでください。
•発生する電波により、ノイズが入っ
たり音が小さくなるなどの影響を受
ける場合があります。

分解や改造は行わないでくださ
い。内部は特に精巧にできてい
ます。また、マイクや電池カバ
ーを開け内部を針、マッチ棒な
どでつつかないでください。
•故障の恐れがあります。

本器を水で濡らさないでください。
濡らした場合は、点検を依頼してくだ
さい。

・本器を装着したまま入浴や洗髪など
はしないでください。

・洗顔のときや、ヘアスプレーを使う
ときや、雨の降っているときなど
は、本器を濡らさないようにして
ください。

•故障の恐れがあります。

必要以上に大きな音で聴かないでくだ
さい。
•耳を痛める恐れがあります。

他人に本器を貸したり、他人から借り
たりするのはやめてください。
•耳にあわず、耳を痛めたり、耳の病
気が感染する恐れがあります。

本器を取扱説明書記載以外の方法では
使わないでください。
•事故や故障の恐れがあります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に
は使用しないでください。
•事故やトラブルの原因となります。

慣れるための練習法

■まず静かなところで慣れましょう。
本などを声を出してゆっくり読み、自分の声を聴いて
みる。テレビの音を聴く。

■身近な人と話しましょう。
静かなところで2人で話す。

■人数を増やして話しましょう。
4～5人の会話を聴き、誰が話しているのかに注意し
て聴く。自分もだんだん話の中に入っていく。

■一日中使ってみましょう。
買い物に出かけるなど、日常会話に使う。
（入浴、就寝時などは除く）

※外出のときには、落とさないように気をつけましょう。
強い衝撃を与えると故障の原因になります。
クリップを利用して衣服などに止めてください。

医療用具許可番号：13BZ2721
類別：器具器械（73）補聴器（空気伝導式のものに限る）
一般的名称：ポケット型補聴器
使用目的／効能効果：電気的に増幅した音を聴覚器官に伝え、

難聴者の聴力を補う。
商品名称　形式：オムロン　イヤメイトオートポケット　AK-21

規準周波数：1600Hz
90dB最大出力音圧レベル：ピーク；125dB以下　1600Hz；116±5dB
最大音響利得：43±5dB
等価入力雑音レベル：33dB以下
全高調波ひずみ (500/800/1600Hz)：10%以下
出力制限装置：内蔵
音量（利得）調整器可変幅：16±4dB

「大」「中」「小」3段切替え、段間約8dB
自動騒音抑制装置：内蔵
使用可能電池：単3形乾電池（1本）
電池寿命：約220時間（高性能マンガン乾電池（黒））

約400時間（アルカリ乾電池）
対象難聴：軽度～中等度難聴
大きさ：約44（幅）×69（高さ）×19（奥行き）mm
重さ：約31g（電池含まず）
使用温湿度：＋10～＋40℃、30～80％RH
製造元：武蔵リオン株式会社　東京都八王子市中野上町2-10-7
お問い合わせ先：オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
電話：0120-30-6606（オムロンお客様サービスセンター）

② イヤホンを耳に入れます。

① イヤホンコードを
取り付けます。
※ピンの太さと穴の大きさを
合わせて入れてください。
※プラグの先端は鋭利ですの
で、けがをしないように気
をつけてください。

③ 電源スイッチを押して電源を入れます。
・初めてお使いになるときは音量を「小」に合わせて
ください。

④ 聴きやすい大きさの音に合わせます。
・使い始めは音量を「小」にして、慣れるに従って音
量を加減してお使いください。

⑤ 使用を終了するときは、もう一度電源スイッ
チを押して電源を切ります。

イヤホンが耳から
落ちやすい場合

軽く押し込む

ピーピー音（ハウリング）がするときは
イヤホンをもう一度すき間ができないように耳に入れ直し
てください。
※耳たぶを後方にひっぱり、外耳道をまっすぐにして入れ
ると、しっかり入ります。
耳せん（MS）が小さく耳に合わない場合は、付属の耳せ
ん（M）に取り替えてください。

●が大きくなるに
従い、音も大きく
なります。

安
全
上
の
ご
注
意

使い方 アドバイス おかしいな？と思ったら

仕様と性能

耳からイヤホンを外すときは
必ず電源スイッチを「切」にしてください。「入」のまま外
すと、ピーピー音（ハウリング）をおこすことがあります。

使わないときは
必ず電源スイッチを「切」にしてください。
※使用しないときは、イヤホンコードを本体から取り外し
て直射日光や高温多湿をさけ、幼児の手の届かないとこ
ろに保管してください。
※イヤホンコードを抜くときは必ずプラグを持ってコード
を抜いてください。

保管のしかた
次の条件を満たしている環境下で保管してください。
温度：－10～＋50℃
湿度：10～95％RH（結露無きこと）
高温・多湿、直射日光のあたるところ、また、ホコリ、腐
食性ガスの多いところに保管しないでください。

ピーピー音（ハウリング）がする

・マイクとイヤホンが近すぎませんか？
aマイクとイヤホンを離してください。
・イヤホンが耳穴にしっかり入っていますか？
aしっかり入れ直してください。
・音が大きすぎませんか？
a音量を1段小さくしてください。

音がよく聴こえない

・乾電池が消耗していませんか？
a新しい電池に取り替えてください。
・耳せんに耳あかが詰まっていませんか？
a耳せんのお手入れをしてください。

音がまったく聴こえない

・乾電池の の向きが間違っていませんか？
a正しく入れ直してください。
・電源が「入」になっていますか？
a電源スイッチを押して「入」にしてください。
・イヤホンコードのプラグが外れていませんか？
aプラグを取り付けてください。
・イヤホンコードが断線していませんか？
a新しいイヤホンコードと交換してください。

※上記の方法でも良くならない場合は、内部機構にさわらずオムロンお客様サー
ビスセンターまでお問い合わせください。

「切」

「入」

プラグの取り付け、取り外しを行う
ときは必ず電源を切ってください。

※ピンの太さと穴の大きさを合わせて入れてください。
※プラグの先端は鋭利ですので、けがをしないように気をつけて
ください。

イヤホン

ピン（細い）

ピン（太い）

イヤホン側
プラグ

本体側
プラグ

ピン
（細い）

ピン
（太い）

商品に関するお問い合わせは 

受付時間 9:00～19:00（祝日を除く月～金）�
（都合によりお休みさせていただくことがあります。） 

オムロンお客様サービスセンター 

フリーファックス 0120-10-1625
7 0120-30-6606
〈通信料無料〉 

フリーダイヤル む ろ ん オ ム ロ ン  

ダイヤルは正確に 

別売品のイヤホンを交換するとき

別売品のお求めはオムロンお客様サービスセンターへ

〈通話料無料〉80120-35-5066
受付時間（祝日を除く月～金）9:00～19:00

別売品のお求めはお買い上げの販売店、または全国どこからでも電話
一本でご注文いただけますフリーダイヤルをご利用ください。
24時間　別売品／消耗部品のご注文をお受けします。

オムロンインターネットパーツセンター
http://shop.healthcare.omron.co.jp

※上記の数値はJIS-C5512の密閉形擬似耳により測定、表示してあります。
※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
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