
使用説明書

補聴器充電システム
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限定保証
ZPowerの限定保証の内容は、www.zpowerhearing.comでご覧いただけます。また、ZPowerの保証書は補聴器の販売元からも取得できます。
使用目的
ZPower充電システムは、補聴器をZPower銀亜鉛充電池に対応した充電可能補聴器にすることを目的としています。
対応モデル
ZPower充電システムには複数モデルがあり、各モデルは特定の補聴器のモデルに対応しています。全対応モデルの一覧は、 
www.zpowerhearing.comをご覧ください。

マークの説明

マーク 説明

ユーザーマニュアルを必ずお読みください。

製品のモデル番号を示します。

パッケージの内容物を示します。

軽度～深刻な怪我やシステムの破損を引き起こす可能性を示します。

機器の正しい使用方法やシステムの破損を回避するためのアドバイスやヒントです。

CEマークは、ZPowerがこのシステムや各パーツが医療機器指令93/42/EEC、RoHS指令2002/95/EC、WEEE指令
2012/19/EU、電池指令2006/66/ECの要件を満たしていることを保証するものです。CEマークの後の番号は、上記指令の認
定を行った認定機関のコードです。

#
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マークの説明
EU圏内では、このマークの付いた機器はWEEE指令2012/19/EU及びRoHS指令2011/65/ECの対象となります。各   
地域の収集センターまたはリサイクリングセンターで廃棄してください。

このマークの付いた機器は、FCCルールのパート15に準拠しています。この製品の使用は(1)  この機器が有害な干渉を
起こさないこと、(2)  異常動作を引き起こす可能性のある干渉を受けても動作に支障のないことが条件となります。
この機器は、FCCルールのパート15に基づくクラスBデジタル機器の基準を満たしていることがテスト・検証されていま   
す。これらの基準は、居住環境において有害な干渉による影響を受けないための合理的な対策が施されるよう定められ
ています。この機器は無線周波エネルギーを発生、使用、放出し、説明書に従って正しく設置・使用しないと無線通信に有
害な干渉を起こす可能性があります。
特定の環境で干渉が起きないという保証は一切ありません。この機器をオフにして再びオンにしてみることで、ラジオや
テレビの受信に有害な干渉を起こしているかが確認でき、有害な干渉を起こしている場合は、次の方法で干渉を防ぐこ
と ができます。、
• 受信アンテナの位置を変えてみてください。
• 機器と受信装置の距離をあけてみてください。
• 機器を受信装置の接続されているコンセントと回路の異なるコンセントに接続してみてください。
• 販売業者または経験豊富なラジオ・TV技術者にご相談ください。

EU指令93/42/EECに基づく医療機器メーカーであることを示します。

医療機器の識別用のメーカーのカタログ番号を示します。
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マークの説明

製造バッチ・ロットの識別用のメーカーバッチコードを示します。

医療機器が安全に動作できる限界温度を示します。14～122°F (-10～50°C)

医療機器が安全に動作できる湿度範囲を示します。20～75%

医療機器が安全に動作できる気圧を示します。最低11kPa

医療機器が湿気を避ける必要があることを示します。

システムに2つの銀亜鉛電池が含まれていることを示します。

システムに2つの電池ドアモジュールが含まれていることを示します。

システムに充電器が含まれていることを示します。

システムにACアダプターが含まれていることを示します。
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1

まず初めに、電源コードをUSB電源アダプターに差し込み、アダプターをコンセントに差し込んでください。コンセントに差し込んだ直後に、
充電器の両方のライトが短く緑に点灯します。
補聴器の充電
1.	 補聴器を充電器に乗せます 

補聴器のチューブ部分を軽く持ち、充電スロットに入れます。両方のドームが充電器の電源ケーブルと同じ側を向くようにします。補聴器
が正しく設置されると、両方のライトが緑に点滅します。

2.	 3～4時間待機します 
緑のライトが点滅中は、補聴器が充電中です。ライトの点滅が止まり緑に点灯したら、補聴器が完全に充電されたことを示します。

3.	 補聴器を取り外して着用します 
補聴器は完全に充電される前に取り外すことができますが、完全に充電した時ほど長持ちしません。補聴器を使用していない時は常に
充電することをお奨めします。過充電されることはありません。

    補聴器は50～104°F (10～40°C)の動作温度範囲内で充電するようにしてください。

システムの使用方法

この説明書の対象

次の部品を含むZPower充電システム

バッテリードアモジュール (ZBDM-01)
充電器 (ZC-B01)・ACアダプター
銀亜鉛充電池
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補聴器の充電方法

USBケーブル、電源アダプター
（電源アダプターは別売りの場合もあります）

充電器 電池ドアモジュール モジュール用電池部品

2 要な注意事項
この充電器は、ZPower充電システムで補聴器を充電するためのも
のです。ZPowerの充電池以外は使用しないでください。この製品に
は電源スイッチがありません。電源コードを接続すると電源が入りま
す。USBウォールアダプターは、お住まいの地域の入力電圧とプラグ
の種類に対応できます。

 ご注意
• この充電器は室内用のみです。
• 極端な温度や高い湿度は避けてください。
• 直射日光にさらさないでください。
• 水に沈めないでください。
• 電子レンジに入れないでください。
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充電池ドアモジュールの正しい補聴器モデルへの装着は補聴器の専門家が行います。対応していない補聴器に電池ドアを装着しようと
すると、破損し鋭利な破片になることがあります。補聴器のモデルに対応した電池ドア以外は装着しないでください。全対応モデルの一覧
は、www.zpowerhearing.comをご覧ください。

 警告

•	 窒息の危険。小さな部品をのどに詰まらせる危険があります。補聴器や電池、アクセサリーはお子様やペットの手の届かない場所に保管
してください。システムのいずれかの部品を飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けてください。

•	 転倒の危険。長い電源コードは転倒を防ぐため、通路に置かないようにしてください。 

•	 磁界。充電器には磁石が使用されているため、ペースメーカーから最低6インチ (15 cm) 離してください。

•	 首の絞まる危険。長い電源コードは、使用方法を誤ると首が絞まる可能性があります。

•	 怪我の危険。電源コードを掴んで充電器を振り回さないでください。

•	 感電。対応したパーツ以外を使用すると感電の危険があります。充電器に付属のUSBウォールチャージャーをご使用ください。

•	 火災・爆発の危険。爆発性の気体がある、もしくは濃縮酸素のある環境では使用しないでください。

•	 飲み込みの危険。充電器から磁石が外れた場合、鼻や口に入れないでください。磁石を飲み込むと腸に張り付き、深刻な怪我や死亡の
原因になります。磁石を飲み込んだり吸い込んだりした場合は直ちに医師の診断を受けてください。

•	 オーバーヒートの危険。適切なUSBウォールアダプター以外を使用すると、充電器の過熱の原因になります。充電器に付属のUSBウォ
ールアダプターをはじめ、出力5 VDC、最低500 mA のEN60950認定機器のみをご使用ください。
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 警告

• 充電器のUSBポートは、説明書に記載された目的にのみご使用ください。

• ウォールアダプターのみをコンセントにささないでください。感電の原因になります。

• システムの充電にこの説明書に記載された機器以外は使用しないでください。他の機器を使用すると、システムの破損の原因になります。

• 充電システムのパーツを固い表面に落とさないようご注意下さい。システム損傷の原因になり、壊れて鋭利な破片になる原因にもなります。

正しく使用することで、電池の寿命を延ばすことができます。

電池に関するヒント

• 電池は補聴器を使用する前に定期的に充電してください。

• 電池は 50°F (10°C) ～ 104°F (40°C)の温度で充電してください。

• 電池はコンセントに接続されていない充電器に装着しないでください。電力消費の原因になります。

• 補聴器を数日使用しない場合は、電池を外してください。

• 電池の寿命は約一年で新しい電池は補聴器の専門店にてお求めいただけます。

メンテナンス3
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充電池が正しく
挿入されている
か確認してくだ
さい。

充電器の接続部
の汚れは乾いた
柔らかいティッシ
ュで拭いてくださ
い。補聴器に付
属の柔らかいブ
ラシも充電器の
接続部の汚れを
取るのに使って
いただけます。

クリーニング
• 必要に応じてクリーニングを行ってください。

• 乾いた柔らかいティッシュで汚れをふき取ります。

• 補聴器に付属の柔らかいブラシも、充電器の接続部をクリーニ
ングするのに使用することができます。

• 充電器は殺菌・消毒しないでください。

• アルコールや溶剤、その他の液体は使用しないでください。

  ヘアスプレーや化粧品により、補聴器やバッテリードアが破損
する場合があります。これらの製品の使用前には補聴器を耳か
ら外すことをおお奨めします。
 

  充電 前には常に、補聴器と充電器が乾いていてきれいな状態
であることを確認してください。
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トラブルシューティング4

充電ライト 問題 推奨措置

無点灯 補聴器が充電器に正しく挿入されていない
か充電器が電源に接続されていない。

補聴器を外して正しい方向に挿入しなおしてください。
USBケーブルがUSB電源アダプターに正しく接続され
ていることを確認してください。
USB電源アダプターを別のUSBデバイスに接続して、
正常に動作していることを確認してください。

片方または両方のライト
が赤く点灯

電池が充電されない。 電池がZPowerの充電池であることを確認してくださ
い。

両方のライトが赤く点滅 温度が動作範囲外。

温度が動作範囲内になるまで充電が停止
します。

充電器を 50°F (10°C) ～ 104°F (40°C)の場所に移動
してください。

問題が解決されない場合は補聴器の専門家にご相談ください。
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動作温度 .................................................................................................................................................................................. 50°F (10°C) ～ 104°F (40°C)
保管温度 ................................................................................................................................................................................ 14°F (-10°C) ～ 122°F (50°C)
湿度 ........................................................................................................................................................................................................................... 20% ～ 75%
防水保護 ...................................................................................................................................................................................................................... IPX0 (なし)
最低気圧 ...............................................................................................................................................................................................................................11 kPa
USB電源アダプターの入力電圧 ......................................................................................................................................................................100-240V AC
USB電源アダプターの出力電圧 ..................................................................................................................................................................................... 5V DC
USB電源アダプターの出力電流 ................................................................................................................................................................................... <=1.0A
USB電源アダプター ....................................................................................................................................................... ZPower製CB認定電源アダプター
感電防止 ............................................................................................................................................................................................................................... クラスII
補聴器の適合性はwww.zpowerhearing.comをご覧ください。

技術データ
ZPower充電システムの仕様
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ZPower LLCは、本製品が医療機器指令93/42/EECに準拠していることを宣言します。準拠宣言の全文はメーカーまたは各地域の代理
店でご覧いただくことができ、アドレスは本説明書裏表紙に記載されています。

コンプライアンス情報6
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