
PERSONAL HEARING SYSTEM

BELLMAN AUDIO DOMINO CLASSIC



2 3

2　　目次
3　　はじめに
4　　安全規定
6　　同梱内容
8　　各部名称
10　　使用準備
10　 テスト
11 使用方法
12 表示マーク
13 充電
14 受信機の使用方法
14 受信機の電源を入れる
14 音量調整
15 音程調整
15 発信機の使用方法

15　 発信機の電源を入れる
16　 発信機経由で聴く
16　 再び受信機のマイクから音声を聴く 
17　　電源を切る
17　　外部音源
18　　外部マイク
19　　信号源の組合せ　　　
20　　無線デジタル送信
20 　電池残量表示
21　　別の発信機との一時的リンク
23　　アクセサリ類
26　　トラブルシューティング
28　　用途事例

ドミノ・クラシック
集音システム　BE8015 (受信機BE2250/発信機BE2270）

はじめに

ドミノ・クラシックは、聴き取りにくい環境下での集音を助けるための
簡易操作型の無線オーディオ装置です。最新のデジタル信号処理、暗号
化及び無線技術の採用により素晴らしい音質と高い信頼性のある無線送
信、さらには多様で自由な使用場面をお届けします。採用した無線欲し
くや自由な電池充電方式は世界中のどこでも安全にしかも簡単にお使い
いただけます。

ご使用前に当マニュアルを良くお読みくださるようお願いします

目次 
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安全規定

• この注意事項をよく読んでください。
• この注意事項を保管してください。
• すべての警告に注意してください。
• すべての注意事項を遵守してください。
• この装置を水の付近で使用しないでください。
• 清掃をするときは、乾燥した布を使ってください。
• 通気口を絶対にふさがないでください。メーカーの説明書に従って設置してくだ

さい。
• ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の熱を発生する装置（増幅

器を含む）の付近 に設置しないでください。
• 分極あるいは接地タイプのプラグを安全に使用してください。分極プラグには2

つのブレードがあり、一方が他方よりも幅広くなっています。接地タイプのプラ
グは、2つのブレードと、3つめの接地極を備えています。幅広いブレードまたは
3つめの接地極は安全のために装備されています。

• プラグがコンセントに適合しないときは、旧式コンセントの交換を技術者に依頼
してください。

• 電源コードの上を人が歩かないようにしてください。特に、プラグ、レセプタク
ル、装置とつながっている部分などでコードをからまらせないでください。

• メーカー指定の付属品、アクセサリーのみを使用してください。
• 雷雨のときにはこの装置を使用しないでください。。また、長期的に使用しな

かった場合も、使用しないでください。
• 点検・修理の場合は専門の技術者に依頼してください。点検・修理は、電源コー

ドやプラグが破損したとき、液体がこぼれたとき、装置の上に物が落下したと
き、装置が雨や湿気にさらされたとき、普通に動作しないとき、落下したときな
ど、装置が損傷した場合に必要となります。 

ドミノクラシック集音システムは補聴器ではありません。失聴を感じた場
合には直ぐ医師に相談することをお勧めします。

ドミノクラシック集音システムは、強力な音量増幅機能を有するため、不
注意な使用は、不快感を与えたり、聴覚に危険を及ぼす可能性もありま
す。ヘッドホンを装着する前には音量を下げておいてください。

ドミノクラシックはリチウムイオン充電池を使用しています。電池交換の
際には、絶対に火中に投入したり、直射日光のあたる場所には放置しない
でください。電池交換は必ず同一規格の電池と交換してください。不適切
な電池交換は爆発の危険があります。

はじめてドミノクラシックを使用する際には、必ず一度フル充電してから
使用してください。充電は、+5℃～+40℃の場所でお願いします。

充電には付属の充電器以外は使用しないでください。

AC/DCアダプタは水気、湿気に近づけないでください。また花瓶など水を
蓄えたものの近くにも置かないでください。使用しない時には、電源プラ
グから外して保管してください。技術仕様はAC/DCアダプタ本体裏面に表
示されています。
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お子様へのご注意—ドミノクラシックには小さな部品が含まれま
すので、子供の手の届かない場所に保管するようお願いします。

このマークのある電化製品は一般家庭ごみとして取り扱うことは
できません。リサイクル法などに基づき適正な集荷場所に出して
ください。処理に関する情報はお住まいの自治体にお問い合わせ
ください。

Manual 
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同梱内容
お買い求めのドミノクラシックには、通常の使用に必要な次のような部
品が含まれています。

A　BE2210　受信機
B　BE2230　発信機
C　BE9141　携帯用ケース
D　操作マニュアル
E　BE9142　充電器
F　BE9139　USB充電用ケーブル
G　BE9136　留め具付マイク
H　BE9124　イヤホン
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各部名称 

受信機

１ 内蔵マイク
２ 内蔵マイクLED
３ 電池LED表示

　 緑　　：充電残量OK  　 
　 緑点滅：充電残量低下　 
　 橙点滅：充電不
　 橙　　：充電中 

４ 発信機経由LED
　 緑　 ：無指向性マイク        
　 橙 / 緑：外部音源入力
５ 内蔵マイク選択ボタン
６ 電源ボタン
７ 発信機選択ボタン
８ 音量・音程LED
９ 音量増幅＋ボタン
10 音量低減ーボタン
11 高音域低減＜ボタン
12 高音域増幅＞ボタン
13 ヘッドホン接続用端子
14 充電用端子 
15 クリップ

発信機

16 内蔵マイク
17 電池残量LED
　 緑：充電残量OK
　 緑点滅：充電残量低下
　 橙点滅：充電不足・
　 橙　　：充電中
18 電源ボタン
19 発信機 / 受信機
　  接続ボタン
20 入力端子
21 充電用接続端子
22 クリップ
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使用方法

BE8015ドミノクラシック集音システムは、騒音の激しい環境などでもよ
り聞きとりやすい音を集音するために開発されました。特に会話と音楽を
聞き取りやすくします。受信機と発信機の双方の内蔵マイクを活用するこ
とも外部音源に接続することもできます。外部マイクを利用して外部音源
としたり、CDプレーヤ、TV、ステレオ装置などと直接接続することもで
きます。

使用準備
テスト
1 　 発・受信機とも内蔵充電池が装填されています。最初にお使いになる前に両装　
　　置とも十分に充電する必要があります。同梱の充電器により充電してください。

2　  受信機のヘッドホン接続端子（13）にヘッドホンを接続しOn/Offボタン（6）を
　　押してスイッチの電源をOnにします。ヘッドホンからの音量を、音量増幅ボタ　

ン ＋（９）音量低減ボタン ー（10）により調整します。

3　  発信機のOn/Offボタン（18）を押して電源を入れ、受信機の集音切替ボタン　　
（7）を押して送信機を経由した音を聞くことができます。例えば、CDプレーヤ
やTVなどの出力端子と送信機の2.5mm外部音源入力端子を接続すれば、音楽など
を聞くことができます。
音量は、音量増幅ボタン +（9）で増幅し、音量低減ボタン ー（19）で低減し、 
音量・音程LED表示（8）により音量レベルを表示します。LEDが多くなるほど音
量も幅されます。適当な音量を選択すると5秒後にLED表示は消灯し、その音量レ
ベルを記憶します。

4　  音質を良くするために音程を調整します。高音域増幅ボタン >（12）と高音域低 
　　減ボタン <（11）により最適なところを選択調整します。音量・音程LED（8）が
　　音程を表示します。
　　5秒後にはLED表示は消灯し、その音程レベルを記憶します。
　　使用を終了する時は、送・受信機双方のOn/Offボタン（6、18）を、電池　
　　LED（3、17）が消灯するまで長押して電源を切ります。
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表示マーク

取扱説明書には、下記の表示マークが用いられています。

動作や安全にかかわる注意事項

製品についてのより便利な情報案内

マニュアルに記載されている図上のマークの意味

Ⅰ　黒塗マーク：LEDが点灯することを表示
Ⅱ　太陽マーク：LEDが点滅することを表示
III 　空白マーク：スイッチOffの状態であること
　　を表示
IV 　黒塗りボタン：ボタンを長押しする必要があ

　る場合の表示。
　図上部の時計マークの下に記載された数字　
　が、長押しの秒数を表示

V　 黒塗りボタン：押す必要のあるボタンの位置
   を表示

充電

受信機、発信機とも充電池が内蔵されています。初めてのご使用前
には、必ず両機器ともフル充電してください。

ドミノ・クラシックにはリチウム・イオン電池が内蔵され、世界中
の多くの国々で利用できる電源プラグ付き充電器が付属していま
す。

警告：充電には必ず付属の純正充電器をご使用ください。

充電器用プラグを使用する国の規格に合わせて選択し、ACアダプタ
を電源コンセントに接続してください。充電コネクタが接続される
と、発信機、受信機双方の電池残LED(3,17)は緑から橙に変わり充電
中であることを示します。約2.5時間後に、充電が終了するとLEDは
緑に戻ります。充電器には発信機、受信機を同時または一つずつ接
続して、充電することができます。

III III

V

IV

5 s
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受信機の使用方法
受信機の右側面にあるヘッドホン出力端子(13)にステレオヘッドホン、
ネックルー プ、ステトクリップ、耳穴式イヤホンまたはその他の出力装
置を接続します。

受信機の電源を入れる

電源ボタン(6)を押します。電池残量LED(3)が、緑
に点灯すれば電源が入ったことを示します。

音量調整

音量調整の+ ボタン(9)を押して音量を増幅し、ー
ボタン(10)を押して音量を低減します。音量・音程
LED(8)が音量レベルを表示します。LEDが多く点灯
するほど音量は増幅します。音量・音程LED(8)は設
定後、約5秒後に消灯します。

音程調整

音程調整は、高音域を< ボタン(11)を押して低減
し、>ボタン(12)を押して増幅します。音量・音
程LED(8)は設定後、約 5秒後に消灯します。 

受信機は小型で高機能な集音・音量増幅装置です。発信機との組
み合わせにより全く新しい別次元の使用方法をお楽しみいただけ
ます。

発信機の使用方法

発信機の電源を入れる
電源ボタン(18)を押します。電池残量LED(17)が、
緑に点灯すれば電源が入ったことを示します。
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発信機経由で聴く
発信機の内蔵マイクからの
音声を聴きたい場合、受信
機のRF ボタン(7)を押しま
す。発信機経由LED(4)が点
灯し、発信機の内蔵マイ
クから集音された音声
が、受信機のヘッドホン
から聴こえます。

再び受信機のマイクから音声を聴く
受信機の内蔵マイクからの音声を再び聴くために
は、MICボタン(5)を短く押します。内蔵マイク
LED(2)が点灯し、受信機の内蔵マイク(1)からの音
声がヘッドホンから聴こえます。

電源を切る
終了するには、発信機、受
信機の電源ボタン(6,18)を電
池残量LED(3,17)が消灯する
まで長押しします。

外部音源
片側に2.5mmの超ミニピンジャックを持つオーディオケーブルまたは外
部マイクが、発信機の外部入力端子(20)に接続されると、発信機の内蔵マ
イクは切断され、外部入力が自動的に選択されます。
外部入力が選択されると、電池残量LEDが橙に数回点滅して選択したこと
を確認します。同時に発信機経由 LED(4)の緑と橙が点灯して外部音源か
らの音声が聴こえることを知らせます。
オーディケーブルが引き抜かれると、発信機の内蔵マイクに再接続されま
す。
オーディオケーブルを、発信機とテレビ、ステレオ装置、MP3プレーヤそ
の他の音源と接続すれば、高音質ステレオサウンドを楽しむことができま
す。
入力感度は音源に合わせて最適な感度に自動調整されます。

OFF 1 s OFF 1 s
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外部マイク
発信機の2.5mm入力端子(20)に外部マイクを接続します。外部音源を認
識すると電池残量LEDは橙に数回点滅します。発信機経由LED(4)は緑と
橙が同時に点灯し、外部音源から音声が届いていることを示します。
例えば、授業や講演などの際、発信機に外部マイクを接続し、発信機自
体は講師のポケットに入れて講義を行えば、大声で話したりマイクを手
に持つわずらわしさが無く便利です。
発信機は、複数の受信機に対して同時に会話を発信することができま
す。
外部マイクを接続すると、集音した音声は自動的に最適な音量に増減調
整されます。

発信機に外部マイクを接続し、認識すると電池残量LED(17)は緑
と橙に交互に数回点滅します。

信号源の組合せ
発信機の内蔵マイクまたは外
部音源からの音声を聴く時に
は、受信機の内蔵マイクから
の音声も同時に聴くことがで
きます。発信機からの音声も
RFボタン(7)を押し、MICボタン
(5)を内蔵マイクLED(2)と発信
機経由L E D(4)の両方のLEDが
点灯するまで長押します。

発信機からの音声と受信機の
内蔵マイクの音声が同時に聴
こえます。
この段階で、発信機からの音声
と受信機の内蔵マイクからの音
声のバランスを調整することが
できます。
MICボタン(5)を押しながら、高
音域調整ボタン<(11)または
>(12)を押して調整します。

2 s
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発信機からの音声のみを聴くように変更したい場合は、RFボタン(7)を押
し、受信機の内蔵マイクからの音声のみに切替えたい場合は、MICボタン
を押します。

無線デジタル送信
ドミノ・クラシックには、最高音質のステレオサウンドを届けるために
最新の無線デジタル送信技術が採用されています。音声は安全と秘密保
持のために暗号化されて無線送信されます。

無線には世界中で使用が認められている2.4GHz帯を使用してい
ます。

電池残量表示
電池残量LED(3,17)は通常緑に点灯します。電源を入れた時、緑に点灯し
た場合は、電池残量が十分であることを示します。
電池残量が少なくなると、電池残量LED(3,17)が緑に点滅し始め、ほぼ残
量がなくなると橙に点滅します。緑が点滅しはじめたら充電をする必要
があります。充電が行われない場合は、自動的に電源が切れます。
充電器を発信機、受信機の充電用端子に接続すると自動的に充電は開始
されます。充電中は、充電器及び機器の両方のLEDが橙に点灯します。
充電が完了すると、LEDは緑に変わり、充電器が取り外されるまでトリ
クル充電を続けます。
※トリクル充電：絶えず微小電流を流して自然放電を補う充電方法。

細流放電

別の発信機との一時的なリンク
ドミノ・クラシックは、発信機と受信機との間に固有の無線接続が確立さ
れている必要があります。ご購入時の発信機と受信機は既に無線接続の設
定が行われていますので、新たにペアリング設定の必要はありません。

もしペアリングしている発信機とは別の発信機からの音声を取得したい場
合には、一時的にその発信機との接続を確立する必要があります。この接
続設定は、受信機の電源を切断すると解除され、元の発信機との接続設定
に戻ります。
別の発信機との一時的な接続を行う場合は次のように行います：

• 受信機と別の発信機双方の電源ボタン(6,18)で電源を入れます。
• 別の発信機の発信機／受信機接続ボタン(19)を押します。
• 受信機のM ボタン(5)とRボタン(7)を押します。

受信機の音量・音程LED(8)
の移動する点灯表示が真中
に移動すると双方の機器が
接続した事を示します。

5 s 5 s
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一時的な別の発信機と受信機の接続は、受信機の発信機／受信機接続ボタ
ンが押されている間だけ有効です。これは受信機が予期しない他の発信機
との接続を避けるための安全措置です。

一台の発信機に対して複数の受信機を接続することができます
が、受信機の数によっては受信感度が低下することがあります。

アクセサリ類

ドミノには次のようなアクセサリが用意されています。

• BE9122　ステレオヘッドホン
• BE9124　イヤホン
• BE9125　ステトクリップ（聴診器型イヤホン）
• BE9137　3.5mm/RCA(音声）コネクタ付1.5mステレオ接続ケーブル
• BE9126　5mステレオ延長ケーブルキット
• BE9136　クリップ付マイクロホン
• BE9128　ネックループ
• BE9141　トラベルケース
• BE9143　USB車載用充電器
• BE2250　受信装置

アクセサリに関する最新の情報は、次のサイトをご参照ください。

http://www.jiritsu.com 
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EAR PHONES HEADPHONES STETOCLIPS

CABLE KIT, 16 FEETNECK LOOP MICROPHONE

オプション機器はドミノプロ
の性能を最大限に引き出すよ
うに作られています。オプ
ション機器のご購入はお近く
の代理店または株式会社自立
コムへお問合せください。

入力コントローラ付音声認識ケーブル

音声認識

音声認識用の専用ケーブル、入力コントローラ付音声認識ケーブルを使うこ
とで集音した音声を文字化することができます。
授業のノートテイク、会議の議事録の作成、学会や講演会、日常の会話の補
助としてとても役立ちます。

JV2T - Jiritsu Voice to Text -

株式会社自立コムのiOS用音声認識アプリ JV2T - Jiritsu Voice to Text - などの
専用アプリを使って簡単に音声を文字化できます。

詳細は株式会社自立コムのホームページを参照してください。 

http://www.jiritsu.com/products/detail.php?id=403&group=B
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トラブルシューティング

  症状 対策

機器が全くない ・受信機、発信機に充電器を接続し、10秒以内に充電
を開始するかどうか確認してください。

注意：10秒以内に充電を開始しない場合は、お買い求
　めの販売店にご連絡をお願いします。

受信機の電源を入れて
も、ヘッドホンからは
何も聴こえない

・音量増幅ボタン(9)を押して音量を上げてください。
・内蔵マイクが音源として選択されているかどうかを

確認し、受信機の内蔵マイク(1)の上を軽く引っ掻い
て音が聴こえるか確認してください。

・ヘッドホンが確実に受信機の出力端子に差し込まれ
ているか確認してください。

・ヘッドホンを当受信機以外の3.5mmの出力端子を持
つ音響機器などに接続して、ヘッドホンに問題が無
いかを確認してください。

受信機の電源を入れ、
外部音源を選択してい
るが、ヘッドホンから
は何も聴こえない

・発信機の電源が入っているか確認してください。
・外部音源が確実に選択されていることを確認し、発

信機の内蔵マイク(16)の上を軽く引っ掻いて音が聴こ
えるか確認してください。

・発信機が無線到達距離内にあるかどうか確認してく
ださい。

症状 対策

・受信機と発信機が確実に無線接続されているか確認
してください。

・発信機の2.5mm入力端子(20)にステレオケーブルが
接続されている場合は、確実にケーブルが接続され
ているか確認してください。

ヘッドホンから甲高い
ノイズが発生する

・音量を下げるか、ヘッドホンと内蔵マイクの距離を
離すようにしてください。

・内蔵マイクを自分の方に向けないようにしてくださ
い。

音声が割れたり途切
れたりする

・受信機と発信機との距離が離れすぎていませか？双
　方を近づけて試してください。
・一つの発信機に複数の受信機が接続されている場　
　合、一つの受信機が無線到達距離より遠くにないか
　確認してください。
・一つの発信機に多くの受信機が接続されていませ　
　んか？
・周囲に2.4GHz帯の無線を利用している機器が多く　
　あるか、ドミノ・クラシックやドミノ・プロが多　
　く使用中などのため発生する電波障害が考えられ　
　ます。

無線到達距離は、壁、コンクリート、金属　製扉など
の障害物などにより短くなることがあります。
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室内 会議

用途事例
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学校 街中
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旅行 食卓
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補聴器をしたまま TVの前で
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