
1 集音器の電源を入れる

緑色のランプが点滅している
ときは電源が入っています

電源を入れるには、
「電源」ボタンを押す

2 集音器を「集音 」に切り換えて 
イヤホンを耳に入れる

「集音 　 」
（左側）に合わせる

3 音量「－/＋」ボタンを押して音量を調整
する
「＋」ボタンを押すと音が大きく、「－」ボタンを押すと音が 
小さくなります

音量の上げすぎにはご注意ください

「＋」ボタンには凸点が
ついています

電源を切るには
もういちど「電源」ボタンを押すと電源が切れます

「電源」ボタンを押す

2 設定の準備をする

1 集音器の電源を入れる

緑色のランプが点滅

「電源」ボタンを押す

2 集音器を「テレビ  /調整」に切り換える

このスイッチを
「切換スイッチ」と呼びます

「テレビ　 /調整」
（真ん中）に合わせる

3 左右の向きに気を付けて集音器を首に
かけ、イヤホンを耳に入れる

集音器の先端にある赤い丸印
に、「右」と書いてある方が
右側です

イヤホンが耳に合わないと感じるときは
イヤーピースを交換してください
詳しくは裏面右側「イヤーピースを交換する」をご確認ください

次に、聞こえかたを調整しま
しょう！
音声案内に従った、簡単な操作をするだけで調整できます。
「   聞こえかたを調整する」をご確認ください。

1 充電する

1 充電台をコンセントにつなぐ

電源用ケーブル（付属）

ACアダプター
（付属）

端子は充電台の後ろ側

2 集音器を充電台に置いて充電する

カチッと奥まで
はめ込む

集音器をたたんで
充電台に乗せる

オレンジ色のランプが点灯

オレンジ色のランプが緑色に変わったら充電完了です
使用するときは集音器を充電台から取り出します

約 3 時間で充電できます
充電は自動で停止するため、充電台に置いたままでも電池の劣化に

影響ありません。

内蔵充電式電池の持続時間
• 集音（イヤホンで聞く）  約24時間
• テレビ（イヤホンで聞く）  約15時間
• テレビ（スピーカーで聞く）  約10時間

準備する 周囲の音を聞く
3 聞こえかたを調整する

1 充電台のふたを開けて、「調整」ボタン
を押す
この作業は静かな場所で実施してください
（聞こえかたの調整には10分程度かかります。調整にはさらに
時間がかかる場合もあります）

電源
コンセントへ

♪調整をはじめます。音声案内に従って操作してください。

音声案内が流れるので「決定」ボタンを押します

音声案内が聞こえない場合は、音量「＋」ボタンを押します

「＋」ボタンには凸点が
ついています

2 音声案内に従って調整する

♪ピーという音が聞こえるたびに、「決定」ボタンを押してくだ

さい。聞こえないときは、音が聞こえるまでお待ちください。

♪左耳の音を大きくするには左のボタン、右耳の音を大きく

するには右のボタンを押してください。

3 自動調整に必要な音楽が流れるので、
終わるまで聞く

♪以上で、調整が終わりました。おつかれさまでした！

集音器が左右の聞こえかたに合わせて調整されました。

調整をやり直したいときはもう一度「調整」ボタンを押してください。

さっそく、使ってみましょう !

相手の声を聞き取りやすくする「集音 」
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中身を確かめる

本製品は、周囲の音や会話を聞き
取りやすくするための「集音器」
です。イヤホンに内蔵されたマイ
クで周囲の音を増幅します。

充電台をテレビに接続すると、
テレビの音声を集音器のスピー
カーまたはイヤホンから聞くこ
とができます。
充電台から集音器にテレビの音
声を無線で送信します。

• 集音器（1）

• 充電台（1）

• ACアダプター（1）

• イヤーピース 
（各サイズ2個1組）

Sサイズ Lサイズ

お買い上げ時には、Mサイズの
イヤーピースがイヤホンに装着
されています

イヤーピースの交換について詳
しくは、裏面右側「イヤーピース
を交換する」をご確認ください

• 電源用ケーブル（USB）（1）

• 光デジタルケーブル（1）

• 音声ケーブル（1）

• キャリングポーチ（1）

• 取扱説明書（本書）（1）

• 使用上のご注意／主な仕様（1）

• 本機のソフトウェアについて（1）

• 保証書（1）

• 「製品登録」のおすすめ（1）
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周囲の音を聞く テレビの音を聞く

取扱説明書
首かけ集音器

サウンドモニタリングレシーバー
SMR-10

はじめに、聞こえかたの調整をしましょう
本書の「準備する」をご覧ください



「テレビ　 /調整」
（真ん中）に合わせる

テレビの音を聞く 困ったときは
1 充電台を設置する

1 充電台とコンセントをつなぐ

AC アダプター
（付属）

電源用ケーブル（付属）

① 充電台とコンセントを
電源用ケーブルでつなぐ

2 充電台とテレビをつなぐ

カチッというまで
強く押し込む

カチッというまで
強く押し込む

光デジタル
ケーブル（付属）

テレビ

テレビ

下から上に差し込む
テレビもあります

② 充電台とテレビを光デジタル
ケーブルでつなぐ

光デジタル音声出力端子はテレビの
側面や裏側にあることがあります。
詳しくは、テレビの取扱説明書で
ご確認ください。

テレビの光デジタル音声出力設定を
「PCM」にしてください。
詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

お使いのテレビによっては、光デジタル音声出力端子がない
ことがあります。その場合は、付属の音声ケーブルでテレビ
と接続します。

「その他の接続のしかた：光デジタル音声出力端子が見つか
らないときは」（このページの中央）をご確認ください。

光デジタル音声出力端子が見つからないときは

「設定」-「音質・音声設定」-「デジタル音声出力設定」
または「光音声出力設定」を「PCM」にする

ソニー製テレビの場合：

設定方法の例

電源を入れても音が出ない
• 周囲の音を聞くときは集音器を「集音 」に、
テレビの音を聞くときは「テレビ 」または
「テレビ  /調整」に切り換えてください。

• 電池が消耗しています。集音器を充電し
てください。

電話の音が聞こえない
• 電話の受話器をイヤホンのマイク穴に合わせて通話してください。 
受話器は耳の下側に当てるようにすると音が聞きやすくなります。

マイク穴

ピーピーと音がする（ハウリング）
• イヤホンを耳の奥までしっかりと差し込んで、すき間があかないように
してください。

• イヤホンが耳に合わないときは、イヤーピースのサイズを変更してくだ
さい。

テレビの音が途切れる
• 近くに電子レンジやスマートフォンなどの無線機器があると電波が干渉
することがあります。できるだけそれらの機器から離してご使用ください。

イヤーピースを交換する
イヤホンが耳に合わないときはイヤーピースを交換します
お買い上げ時にはMサイズのイヤーピースが装着されています

       
MサイズSサイズSSサイズ

（別売のみ） （同梱／別売） （別売のみ）

Lサイズ LLサイズ

付属のイヤーピースのサイズが合わないときや、紛失・消耗したときは、
別売のEP-EX11シリーズ（SS、S、M、L、LLの各サイズ）をお買い求めください

イヤーピースをはずす

イヤーピースの端をつまんで引っ張らないでください

イヤーピースを取り付ける

イヤーピースを奥までしっかり押し込んでください 
斜めに取りつけないでください

イヤホンやイヤーピースのお手入れについて
イヤホンの音が出る部分が汚れると故障の原因になります
ご使用後は必ずお手入れをしてください

音が出る部分

柔らかい布や、乾いた柔らかい 
歯ブラシなどでやさしくこする

柔らかい布でやさしく拭く

テレビの音が出ない 
（光デジタルケーブル使用時）
• 充電台とテレビ、充電台とコンセント
が正しく接続されているかご確認くだ
さい。ケーブルは奥までしっかり差し
込んでください。

• テレビの光デジタル音声出力設定を「PCM」にしてください。詳しくはテ
レビの取扱説明書をご確認ください。

テレビの音が出ない/割れる 
（音声ケーブル使用時）
• テレビによっては、ヘッドホン端子につないだ機器の音量を独立して調
整できないことがあります。その場合は、テレビのリモコンで音量を調
整してください。

• 音声ケーブルをご使用の場合、音が割れることが
あります。充電台の「音量切換」スイッチを「小」に
切り換えると症状が改善することがあります。

それでも解決しないときは
• 集音器のリスタートボタンを、先の
とがったペンなどで押してください。
• 充電台のACアダプターをコンセン
トから外し、もう一度つなぎ直して
ください。

リスタートボタン

2 テレビの音を集音器の 
スピーカーで聞く「テレビ 」

1 集音器の電源を入れる

緑色のランプが点滅している
ときは電源が入っています

電源を入れるには、
「電源」ボタンを押す

2 集音器を「テレビ 」に切り換える

「テレビ　  」
（右側）に合わせる

3 集音器を首にかけて、テレビの電源を 
入れる
イヤホンは耳に入れないで使用します
テレビの音声が集音器のスピーカーから聞こえます

青色のランプ
が点灯

テレビ

スピーカー

4 音量「－/＋」ボタンを押して音量を調整
する
「＋」ボタンを押すと音が大きく、「－」ボタンを押すと音が 
小さくなります

音量の上げすぎにはご注意ください

「＋」ボタンには凸点が
ついています

イヤホンからテレビの音を聞きたいときは
集音器を「テレビ  /調整」に切り換えます

光デジタル音声出力端子が見つからない
ときは
音声ケーブル（付属）で充電台とテレビをつなぎます
テレビのスピーカーからは音が出なくなります

切換スイッチ

集音器の設定を変更する
左右の音量を同じにする（左右バランス調整）
左右の音量バランスを調整します

1 集音器を「テレビ  /調整」に切り換える

2 充電台のふたを開けて「バランス」 
ボタンを押す
音声案内に従って操作し、左右の音量バランスを調整します
左右バランスが初期値になると、ピピッと音が鳴ります

自分が話す声の音量を下げる 
（マイボイスキャンセリング）
自分が話しているときに、集音器の音量を自動で下げます
お買い上げ時には、「有効」に設定されています

1 集音器を「テレビ  /調整」に切り換える

2 充電台のふたを開けて「マイボイスキャ
ンセル」ボタンを押す
ボタンを押すごとに「有効」「無効」を切り換えます

その他の使いかた：

その他の接続のしかた：

テレビによっては以下のように設定を変更することで、テレビのスピーカー
からも音声が出るようになります。
詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

「設定」-「音質・音声設定」に「ヘッドホン・音声外部出力設定」がある
場合は、「ヘッドホン」に設定されていることを確認し、「ヘッドホン使用
時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」にする

電源用ケーブル（付属）

AC アダプター
（付属）

音声ケーブル
（付属）

奥まで強く
押しこむ

奥まで強く
押しこむ

ソニー製テレビの場合：

設定方法の例

テレビ

② 充電台とテレビを
音声ケーブルでつなぐ

① 充電台とコンセントを
電源用ケーブルでつなぐ
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