操作説明書
重要な安全対策

この製品は家庭用です。特に小児がいる場所で電気製品を使用する場合は、常に次の基本的な安全注意事項に従
ってください。

ご使用前に説明をすべてお読みください

危険 – 感電死の危険性を回避するために:
•
•
•
•

入浴中に使用しないでください。

製品を浴槽または流しに落としたりする恐れのある場所
に置いたり保管したりしないでください。

水あるいは他の液体の中に入れたり落としたりしないでく
ださい。

もし水中に落ちた場合は、
この製品に手を伸ばさないで、
すぐにコンセントを外してください。

警告 – 火傷、感電死、火災または人的損傷の危険性を回
避するために:
•
•

はじめに

本製品は、補聴器、雑音マスカー、イヤホン、および人工内耳装置
を含むすべての種類の補聴器用に設計されています。毎日使用
すると、ほとんどの補聴器の音が良く長く聞こえるようになり、高
い信頼性で動作し、湿度の高い状態で空気亜鉛電池の寿命を延
ばすことができます。
他に類を見ない Dry-Max™ 技術により、
Dry & Store は損傷の原因となる溜まった湿気を取り除き、
耳垢
を乾燥させて殺菌ランプがあたる表面を消毒します
（適切な場合）
。

お使いになる前に(重要)
1.

小児または病人による使用、
または彼らに対してあるいは
彼らの近くで使用する場合は、
しっかり監督してください。

この製品は、本マニュアルに記載されている使用目的にの
みご使用ください。

• コードまたはコンセントが壊れている場合、正常に作動し
ない場合、落としたり損傷した場合、水中に落下した場合
には、
この製品は絶対に使用しないでください。購入先ま
たはサービスセンターに返品して、検査および修理を受け
て下さい。
•
•
•
•

•

乾燥剤を開封する： 2 か月ごとに交換が必要な使い捨て
のDry-Brik が入っています。Dry-Brik には３つの重要な
機能があります：(1) 乾燥サイクル中に装置から放出され
た湿気粒子を持続的に除去し、(2) ボックス内の相対湿
度をヒーターだけで下げることのできる湿度よりもはる
かに低いレベルまで下げて乾燥機能を最大にし、(3) 臭
気を除去します。
Dry-Brik を作動させるには、
フォイルカバーを取り外しま
す(図 1)。Dry-Brik を使用する準備が整うまでフォイルカ
バーを取り外さないでください。い
ったん取り外すと、Dry-Brik は湿気
を吸収しはじめます。

この製品をソファまたはベッドなどの柔らかい面に絶対に
置かないでください。綿ほこり、髪の毛などのない状態に
室内を保ってください。

2.

装置に付属のACアダプタは、
この製品のために特別に製
造されたものです。同じ場所で他の機器と一緒に使ったり
他の電気機器のアダプタを使ったりしないでください。

注 記：最 高 性 能 を 維 持 す る た め に 、
Dry-Brikを 2 か月ごとに交換してくださ
い。

戸外で使用したり、
エアゾール
（スプレー）製品が使われて
いるまたは酸素が吸入されている場所で作動させないで
ください。

Dry & Store 装置の消毒には、殺菌紫外線 (UV) を使
います。
このライトは、蓋が開いているときには点灯しませ
ん。紫外線* にさらされる構成部品は変更したり修正した
りしないでください。

3.

図 3 のようにお使いの装置に開封済
みの Dry-Brik を置きます。

4.

交流アダプタを接続します：小さな円
形プラグを装置の後部に差し込みま
す(図 4)。無理に差し込まないでくだ
さい。簡単に差し込むことができるは
ずです。最後に、交流アダプタを使用
可能な電気コンセントに差し込んでく
ださい。

ランプ* が壊れた場合は、
すぐにコンセントを抜いてくださ
い。
ガラスの破片を取り除く時は手袋をはめて下さい。
正し
く処理してください。

注記 – 本製品は、疾病を診断、予防、監視、治療、または
緩和するためのものではありません。

作動条件

本製品の作動温度範囲は、
華氏 95 度～104 度(摂氏 35 度
～40度)です。
本製品は、
室内の周囲温度が華氏 65 度～86 度
(摂氏 18 度～30 度)の場合、
正常に機能します。

これらの操作説明は大切に保管しておいてください

開始日を記録します：交換時期を知ら
せるために、各 Dry Brik にカードが
装着されています。Dry-Brik の使用
開始日をこのカードに記入してくださ
い(図 2)。

取扱説明
1.

乾燥ケースに入れる前に、補聴器から
余分な湿気および耳垢を拭き取ってく
ださい。蓋を開けて補聴器または人工
内耳スピーチプロセッサとマイクを右
の広いトレイに置いてください。電池を
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殺菌ランプを装備していないモデルがあります。
ご使用の機器がこれに該当する場合は、
「殺菌」、
「青色のライト」、
「紫外」、
「UV」、
または
「ランプ」
に関する
説明またはコメントを無視してください。
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そのまま入れておいても構いませんが、電池カバーを開けて
空気の入れ換えをしてください。
2.

蓋を閉じて、
装置の前面にある開始ボタンを軽く押してください
(図 5)。
開始ボタン後方に見える緑色の光は、
約 8 時間の乾燥
サイクル中ずっと点灯します。
8 時間のサイクルが完了すると最
良の結果が得られますが、
30 分の短い時間でも効果がありま
す。
蓋を開けると、
すべての操作が停止して、
タイマーがリセット
されます。

トラブルシューティング
•

紫外線消毒ランプ機能が装備されている場合は、
起動後 1 分
半の間、
装置上部に青色のライトが点灯し、
消毒サイクルが作
動中であることを表わします。

3.

Dry-Brik を使用開始日から 2 か月で交換して、
ご使用中の
補聴器を最高水準で管理するようにすることが大切です。
ご
使用後の Dry-Brik は家庭用ゴミとして廃棄してください。

•

紫外線清潔サイクルについて*

補聴器に耳垢が付いていると、
細菌とバクテリアが繁殖します。
い
くつかのモデルでは殺菌紫外線ランプが装備され微生物を殺傷
するため、使用者の痒みや炎症を和らげることができます。消毒
効果は、
ランプ付近で最も強く、遠ざかるにつれ弱くなります。
た
だし、本製品は滅菌器ではなく、
メーカーはバクテリアの殺傷度
について言及していません。本製品は、疾病を診断、予防、監視、
治療、
または緩和するためのものではありません。紫外線ランプ
は、加熱サイクルを構成するものではないので、乾燥性能に悪影
響を与えずに取り除くことができます。

人工内耳装置との併用

•

•

耳介後部スピーチプロセッサ。空気亜鉛電池をプロセッサ
（適切な場合）
の中に残しますが、電池カバーは取り外しま
す。
プロセッサ、ヘッドピースおよびケーブルを右側の乾燥区
画に入れます。
トレーの左側には、乾燥剤以外は何も置かな
いでください。

装着式スピーチプロセッサ：気流が風通し良く流れるよう
に、乾燥区画にできるだけ多くの部品を置いて込み合わず
快適にフィットさせます。
サイズ制限のためプロセッサを他
のハードウェアとは別に保守を行う必要があります。
この場
合、
マイクロフォンの組立品は、湿気による損傷に一層敏感
であるため、他のプロセッサよりも頻繁に保守を行う必要が
あります。組立後のサイズが乾燥区画よりも大きすぎる場合
は、電池パックをプロセッサから取り除かねばならない場合
もあります。

装置に雑音がある。雑音のトラブルは、通常ファンが関連し
ています。音が装置の内部で共鳴しますので、本製品に使用
する高品質のボールベアリングファンからでも、
ある程度の
雑音が予測されます。
ファンのノイズが強度と周波数によっ
て変化する場合、装置の電源を切断して障害物を確認しま
す。障害物がない場合、装置を修理に出してください。

装置が正常に乾燥しない場合：Dry Brik を定期的に交換し
ていますか。取扱説明書に従って２ヶ月ごとに交換すること
が重要です。
ファンの動きを確認してください。
ファンの音が
聞こえない場合、装置を購入した店またはサービスセンター
に返却して、評価を受けます。

紫外線ランプを含むユニットについて：
•

人工内耳ハードウェアが正しく機能するためには乾燥状態を保
つ必要があります。本製品を定期的に使用すると、環境や発汗に
より蓄積された湿気を取り除くことができます。使用者は、特に
高温で湿度の高い気候で、空気亜鉛電池が長持ちすると感じる
場合があります。
ただし個々のご使用状況により異なります。
•

開始ボタンを押した後にライトが点灯しない場合：蓋を固く
閉じて開始ボタンを押していますか。
はい、
の場合、交流アダ
プタが本製品とコンセント／主電源の両方にしっかりと接
続されているか、
コンセント／主電源が離れた場所にある
壁のスイッチに制御されていないか確認してください。次に、
別の交流アダプタ(購入店、
サービスセンター、
または www.
dryandstore.com から入手)を試してください。
メーカーが
支給するアダプターのみと交換してください。それでも装置
が起動しない場合、内部の電子部品の欠陥も考えられます
ので、
ご購入店またはサービスセンターにご返送の上、点検
を受けてください。

•

青色のライトが作動サイクルの最初の 1 分半は点灯せず緑
色のライトが点灯します。紫外線ランプがソケットにしっかり
と固定されていることを確認します。固定されていない場合
は、
ランプを取り外して再配置し、
しっかり蓋を閉めた状態
で装置を再起動します。青色のライトが最初の 1 分半の間
に点灯しない場合は、紫外線ランプ(購入店、
サービスセンタ
ー、
または www.dryandstore.com から入手)を交換しま
す。
メーカー支給の特別なランプとのみ交換してください。青
色および緑色のライトが点灯しない場合、前述の
「装置が始
動しない...」
を参照してください。

紫外線ランプの中に金属製ビーズが入っている場合：ランプ
のメーカーによってはチューブの中に金属製ビーズが入って
いるものもありますが、製品の不良ではありません。空中汚
染物質を最小にする環境にやさしい製造工程の成果です。
上記のいずれを試してもトラブルが解決しない場合：
北米の場合、1-888-327-1299 にご連絡いただくか、
www.dryandstore.com を参照してください

北米北米以外のお客様は、評価については購入店またはサー
ビスセンターへお問い合わせください。

一般的な製品の手入れ

最良の状態でお使いいただくため、本製品は浴室などの湿度の
高い場所で使用しないでください。
周囲の空気から湿気を吸収し
て乾燥剤の効果が弱まるため、常時、蓋を閉じておいてください。
柔らかい布で拭いてください。絶対に強力な洗剤や研磨剤を使わ
ないでください。
トレーまたは紫外線ランプに液体を散布しない
でください。

殺菌ランプを装備していないモデルがあります。
ご使用の機器がこれに該当する場合は、
「殺菌」、
「青色のライト」、
「紫外」、
「UV」、
または
「ランプ」
に関する
説明またはコメントを無視してください。
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