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置者がご利用いただき子
機はお客様側に設置し
て、ご利用ください。
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安全上のご注意

表示について
この「安全上のご注意」には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安
全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表
示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

           危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う危険性が差し迫って生じ
ることが想定される内容を示しています。

           警告 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
を示しています。

           注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損
害のみの発生が想定される内容を示しています。

　　危険　
◆可燃性の液体 ( ガソリン等 ) やガスのある場所では、絶対に使用しないでください。
◆本取扱説明書に従い、正しい取扱いで安全に使用してください。正しい取扱いを十分知ってい　　
　ない人、正しい操作ができない人、お子様などには絶対に使用させないでください。< 事故を
　ひきおこす原因となります >
◆故障や異常のまま使用しないでください。煙が出る、異臭がする等の異常を感じた場合には、　　 　　　
　直ちに使用を中止して、販売店に修理を依頼していただき、お客様ご自身での修理は絶対に避　
　けてください。
◆雷が鳴り出したら本製品には触れないでください。

　　警告　
◆使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから安全にお使いく
　ださい。記載されている使用方法以外では、絶対に使用しないでください。
◆本製品の分解・改造はしないでください。
◆本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所では使用しないでください。
◆高温・直射日光下では使用しないでください。
◆本製品は精密な電子回路を内蔵しております。ぶつけたり、落としたりしないよう取扱いには
　十分に注意してください。
◆各アダプターを乱暴に扱ったり、ケーブルを引っ張って電源から抜いたりしないでください。
◆誤った使用方法により、商品が破損・人体への損傷・物品等への損害が生じた場合、一切の保証、
　ならびに責務は無効となります。
◆使用する前に必ず音量を最小にしてから電源を入れる。
◆スピーカーを耳に向けて使用しない。
◆大音量で長時間続けて使用しない。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴　
　力に悪い影響を与えることがあります。
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　　注意
◆音の大きさは他人に迷惑のかからないように注意してください。
◆電源を長時間入れた状態にすることは、お控えください。

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
⒈本商品に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果的損害・被害
⒉お客様の誤使用や不注意による本製品の障害または破損など
⒊お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかか　　
　わらず、発生した一切の故障または不具合
 4. 本製品の不具合による通話不能などにより発生した損害・被害
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製品の構成

お買い上げいただいた製品は次の品目から構成されています。
内容をご確認ください。

親機 (1 台 )

子機〈約 2m〉
       　(1 台 )

取扱説明書〈本冊子〉
　保証書付 (1 冊 )

※本文のイラストはイメージです。実際と異なる　
　場合があります。

コードクリップ (2 個 )
※両面テープ付属

AC アダプター
(1 個 )
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各部の名称とはたらき

④ ①

⑦

⑤

⑥

⑩⑧

②

⑨

③

① 電源端子 (DC12V)：付属の AC アダプターのプラグを接続します。

② 子機接続端子 (MIC/SPK)：子機のプラグを接続します。

③ 録音端子 (REC OUT)：φ 3.5 ｍｍステレオジャック。PCM レコーダー

　 等の録音機を接続すれば、親機と子機の音声を録音できます。

④ 外部入力端子 (AUX IN)：φ 3.5 ｍｍモノラルジャック。ラジカセ、CD

　 等の外部音源を接続することができます。

 ご注意：マイクは接続できません。

             外部入力端子 (AUX IN) に音源が入力されると、子機のスピーカー

　          のみ音声が出力され、マイクは親機 / 子機共使用できません。

⑤ 親機マイク：子機のスピーカーから音声を出力します。

⑥ 親機スピーカー：子機の音声を出力します。

■親機

⑪

■子機

⑫

⑬

操作部
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各部の名称とはたらき ( つづき )

⑦ 親機音量ボリューム：親機のスピーカー音量調節をします。

⑧ 親機スピーカーミュートスイッチ：押す度に親機のスピーカー出力を　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ON/OFF できます。ON 時は上部　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 のランプが青で点灯します。

⑨ 電源スイッチ：押す度に電源の ON/OFF ができます。

                         ON 時は上部のランプが赤で点灯します。

⑩ 子機スピーカーミュートスイッチ：押す度に子機のスピーカー出力を　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ON/OFF できます。ON 時は上部　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 のランプが青で点灯します。

⑪ 子機音量ボリューム：子機のスピーカー音声調整をします。

⑫ 子機スピーカー：親機の音声を出力します。

⑬ 子機マイク：親機のスピーカーから音声を出力します。
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接続・設置

1. 親機の DC12V 入力端子に付属の AC アダプターのプラグを接続します。
2.MIC/SPK 端子に子機のプラグを接続します。
3.AC アダプターを AC コンセントに差します。

●子機を通話する相手側のアクリル / ビニールカーテンに設置する。
●この商品は、有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客
　様と通話する用途に設計されています。親機は設置者がご利用いただき子
　機はお客様側に設置して、ご利用ください。

AC アダプター

AC コンセント

子機

親機

お店のレジやカウンターのアク
リル板等に子機を両面テープ等
で設置
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使用方法

1. 接続・設置が完了したら、⑦親機、⑪子機音量ボリュームを左に回して　
　 最小にします。

2. ⑨電源 スイッチを押して ON にしてください。ランプが点灯し、電源が　
　 入ります。
3. ⑤親機マイクに向かって話し、⑪子機音量ボリュームを右に回し⑫子機　
　スピーカーからの音量を調節します。

　※ハウリングが発生する場合は、ボリュームを下げるか親機と子機の距離
　　を離してください。
4. ⑬子機マイクに向かって話し、⑦親機音量ボリュームを右に回し⑥親機
　 スピーカーからの音量を調節します。

5. 終了する場合は必ず電源スイッチを OFF にしてください。

⑦ ⑨ ⑪

⑤
⑫

⑬

⑥
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ご注意

　④外部入力端子 (AUX IN) に音源が入力されると、子機のスピーカー

　のみ音声が出力され、マイクは親機 / 子機共使用できません。
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主な仕様

■電源：DC12V/1A

■出力：定格 2W、最大 3W

■周波数特性：100Hz ～ 12kHz

■親機マイク感度：-42dB

■子機マイク感度：-42dB 

■消費電流：290mA( 最大 )

■ AC アダプター：入力　AC100 ～ 240V　50/60Hz   0.5A( 最大 )

　　　　　　　　　 出力　DC12V/1A

■サイズ：親機　約 180(W) × 51(H) × 130(D) ｍｍ ( 突起部含まず )

　　　　　子機　約 61(W) × 85(H) × 24(D) ｍｍ ( 突起部含まず )

■質量：親機　約 388g

　　　　子機   約 84 ｇ　　

※仕様及び外観は改良等の為、予告なく変更する場合があります。　　　　
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保証規定

本取扱説明書の次ページに保証書を添付しています。保証書は必ず「お名前、ご住所、お買い上げ日、
販売店名」などを記入、ご確認の上、販売店より受取ってください。内容をよくお読みのうえ、
大切に保管してください。保証期間は、商品のお買い上げ日より一年間です。修理を依頼される
前に、配線方法等を確認していただき、解決されないようでしたら、本機の電源を切り、お買い
求めの販売店または弊社にお問い合わせください。正常な使用で故障した場合、保証書の規定に
従い、お買い求めの販売店または弊社で、修理をさせて頂きます。その際は、必ず保証書をご提
示ください。保証期間が過ぎましたら、お客様の希望により有料にて修理致します。お買い求め
の販売店または弊社までご相談ください。

無料保証規定
1. 保証期間内に、取扱説明書、添付ラベル等の注意書きに従って正常に使用し故障した場合、無　 
    料修理させていただきます。
2. 無料修理を受ける場合、お買い求めの販売店または、弊社まで保証書を添えてご依頼ください。
3. ご贈答品で保証書に記載されている販売店に修理の依頼が出来ない場合は、弊社までご相談く　
　 ださい。
4. 次の場合は、保証期間でも有料修理になります。
　イ ) 保証書の提示がない場合。もしくは、お客様名、販売店名、お買い上げ年月日の記入がない、　
　　　もしくは字句を書き換えた場合。
　ロ ) 使用上の誤りや不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因で生じた故障及び損傷。
　ハ ) 故障の原因が本機以外の製品にある場合。
　ニ ) 落下、冠水などによる故障及び損傷
　ホ ) 火災、地震、風水害、落雷、塩害、その他天災地変などの不慮の事故による故障及び傷害。
　ヘ ) 製造番号の改変もしくは取り外した製品
保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
＊この保証は本書に明記した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保
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ので、保証期間終了後の修
理などについて、不明な点はお買い求めの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。
＊あらかじめご承知いただきたいこと
　・修理の時、一部 代替品を使わせていただくことや修理品に代わって同等品と交換させていた　　
　　だくことがあります。
　・修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。
　・出張による修理は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
　・本取扱説説明書の内容は機能改善のため予告なく変更する場合があります。
　

【サポートお問い合わせ先】
株式会社　エフ・アール・シー　サービス課　〒 194-0037　東京都町田市木曽西 2-3-8
TEL:042-793-7746【10:00‒12:00、13:00‒17:00】   土日祝日及び弊社休業日を除く



保証期間中は正常な使用状態で故障した場合、保証書の規定により無料修理させて頂
きます。修理は本保証書を提示し、お買い求めの販売店または、弊社にお問い合わせ
ください。本保証書はお買い上げ日、販売店名の記入捺印のないものは無効です。必
ず記入事項を確認してください。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管し
てください。本製品は持込修理とさせていただきます。
【お客様へのお願い】
  お手数ですがご住所、お名前、電話番号をご記入ください。
【ご販売店様へ】
  お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、本保証書をお客様にお渡し　
  ください。

 商品名  同時通話型拡声器　　　　　　　　　　　　　　　NX-BV30
 保証期間  1 年間 購入年月日 　　　　年　　月　　日
 お客様  ご住所

                                                        TEL.
 お名前

 販売店  住所

 店名

保証書

NX-BV30　取説用バーコード

4-713-001


