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ベルマン	オーディオ	ドミノ プロ
個人用集音システム　BE8080

はじめに
ベルマン	オーディオとはベルマン＆シンフォン社が提供する聴音支援システムを意

味します。システムには、様々な環境下で聴音を手助けする各種製品が含まれま

す。ベルマン	オーディオは日常生活での聞こえをより良く、生活上の自由さを大幅に

広げます。

ドミノプロは、騒音などで聞き取りにくい環境下でより聴音・集音がしやすくなるよ

うに開発された簡単操作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、無線技術は、利用者に最高の音質、安心・安全な無線送信、幅広い使

用方法を提供します。すぐれた充電方式により世界のどこでも簡単に安心してお使

いいただけます。

ご使用前に当マニュアルを良くお読みいただくようお願いします。また、アクセサリな

どのオプション製品の接続方法につきましては図を参照してください。
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安全規則

• 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。

BE8080 ベルマンドミノプロ個人用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。

BE8080ベルマンドミノプロ個人用集音システムは、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。

ドミノプロ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。
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同梱内容
お買い求めのドミノプロには、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　受信装置

B. BE2230　送信装置

C. BE9141　携帯用ケース

D. 操作マニュアル

E. ポケットガイド

F. BE9142　充電器

G. BE9139　USB充電用ケーブル

充電にはベルマンが推薦する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。

お子様へのご注意—ドミノ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。

H. BE9136　留め具付マイク
I. BE9137　ステレオケーブル、1.5m

3.5mmジャック／RCA コネクタ
J. BE9135　安全留め具付き ネックストラップ
K. BE9124　イヤホン



87

1. 受信機内蔵マイク

2. 内蔵マイク設定LED表示
緑色：無指向性マイク
橙色：指向性マイク

3. 電池LED表示
緑色点灯：スイッチON
（充電残量OK）
緑色点滅：スイッチON
（充電残量低下）
橙色点滅：スイッチON
(充電不足)
橙色点灯：充電中

4. 送信機経由の集音LED表示
緑色：無指向性マイク
橙色：指向性マイク
橙色 / 緑色：外部入力マイク接続

5. 内蔵マイク選択ボタン

6. On/Offボタン

7. 送信機経由の集音切替ボタン

8. 音量・音程LED表示

9. 音量増幅ボタン

10. 音量低減ボタン

11. 高音域低減ボタン

12. 高音域増幅ボタン

10.  音量低減ボタン
11.  高音域低減ボタン
12.  高音域増幅ボタン
13.  3.5mmヘッドホン接続

用端子
14.  充電用端子
15.  留め具  

各部名称
受信装置

16.  送信機内蔵マイク

17.  電池LED表示
緑色点灯：スイッチON （充電残量OK)
橙色 / 緑色　数回点滅：外部音源接続中 
緑色点滅 ：スイッチON（充電残量低下) 
橙色点滅：スイッチON（充電不足) 
橙色点灯：充電中

18.  On/Offボタン

19. 送信機と受信機ペアリングボタン

20. 2.5mm外部音源入力端子

21. 充電用端子

22. 留め具

送信装置

13. 3.5mmヘッドホン接続用端子

14. 充電用端子

15. 留め具
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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表示（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i（6、18）を、電池LED表示（3、17）

が消灯するまで長押して電源を切ります。

使用準備

テスト
1.	 送・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i（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（+）・

低減（-）ボタン（9・10）により調整します。

３.	 送信機のOn/Offボタンi（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-（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増幅されます。

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。

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



ドミノの使用方法

BE8080ドミノ個人用集音システムは、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

機と送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。

表示マーク
操作マニュアル中に下記のようなマークがあり、その意味は次のとおりです。

注意マークは、操作上の注意事項や安全のための情報を表示します。

電球マークは、製品とは直接関係がなくても有用なヒントや注意を表示します。

I	 LEDの点灯は丸い円で表示

II	 LEDの点滅は太陽マークで表示

III	 スイッチOff	状態は空の円で表示

IV	 ボタンを長押しする必要がある場合は、ボタンを青色

で表示するとともにストップウォッチマークで必要

な秒数を数字で表示

V	 ボタンを押す必要がある場合は、そのボタンを青色で

表示

III III

V

IV

5 s

12

充電 
送信機・受信機ともにリチウムイオン充電池が内蔵されています。ご使用になる前に

は一度フル充電をするようにお願いします。

充電には付属の充電器またはBellman＆Symfon社からの製品をお使い

ください。

充電器の接続方法についてはマニュアルの折り込みページの図を参照してください。

充電器をAC電源に接続し、送信機、受信機に接続すると、電池LED表示（3）、（17）が

緑色から橙色に変わり、充電中であることを示します。約4時間で充電が完了すると、

LEDは再度緑色に戻ります。充電は送・受信機を1台または2台同時に充電することが

できます。	

11
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受信機の使用方法
マニュアルの折り込みページの図のように、受信機の右側面にある3.5mmヘッドホン

接続用端子に、ステレオヘッドホン（BE9122）、ネックループ（BE9159/BE9161）、ステト

クリップ（BE9125）、イヤホン（BE9124）、その他の装置を接続します。

受信機のスイッチ

On/Offボタンi（6）を押します。電池LED表示（3）が緑色に

光り電源が入ったことを示します。

音量の選択

音量は、音量増幅ボタン+（9）を押して増幅し、音量低減

ボタン-（10）を押して低減します。音量・音程LED表示（8）

が音量のレベルを表示します。LEDが広くなればなるほど

音量が大きいことを示します。LEDは音量を確定すると５秒

後に自動消灯します。

音程の選択

音程は、高音域低減ボタン<（11）を押して音程を下げ、

高音域増幅ボタン>（12）を押して音域を上げます。音量・

音程LED表示（8）が選択している音程を表示します。LEDは

音程を確定すると5秒後に自動消灯します。

受信機はこれ自体で小型の汎用式音量増幅集音器ですが、送信機との組

み合わせで大きな可能性が広がります。

送信機の使用方法

送信機のスイッチ

On/Offボタンi（18）を押します。電池LED表示（17）が緑

色に光り電源が入ったことを示します。
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スイッチの切断
ドミノの使用を終了する時は、

送・受信機のOn/Offボタンi（6）

（18）を、電池LED表示（3）（17）の

明かりが消えるまで長押しし

ます。

マイクの選択
ドミノでは、無指向性マイクと指向性マイクのどちらかを簡単に選択できます。

送・受信機とも２つの指向性の機能を備えています。

受信機の内蔵マイクと送信機のマイクを切り替えた場合、受信機は直前に設定し

たマイクの指向性を記憶して再現します。

指向性マイクは、聞きたい方向の音源から集音し、その他の音を拾いませ

ん。この機能は混雑した場所や騒音の激しい場所では効果を発揮します。

送信機を通して聞く

送信機のマイクからの音を聞

く場合は、受信機のR集音切

替ボタン（7）を押します。送信

機経由の集音LED表示（4）が

点灯し、送信機が集音した音を

受信機のヘッドホンから聞く

ことができます。

再び受信機のマイクからの音を聞く

再び受信機の内蔵マイクに切り替える場合は、受信機の

M内蔵マイク選択ボタン（5）を短く押します。内蔵マイク

設定LED表示（2）が点灯し、受信機内蔵マイク（1）からの

音をヘッドホンから再び聞くことができます。

OFF 1 s OFF 1 s
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受信機マイクの選択

M内蔵マイク選択ボタン（5）を押して、無指向性または

指向性を選択します。内蔵マイク設定LED表示が緑に点灯

している場合は無指向性、橙色に点灯している場合は指向

性を選択しています。

送信機マイクの選択

送信機経由のR 集音切替

ボタン（7）を押して、送信機

経由で集音する場合、R集音

切替ボタン（7）を押して無指

向性と指向性を切り替えます。

集音LED表示（4）が緑色に点

灯している場合は無指向性、

橙色に点灯している場合は指

向性を選択しています。

外部音源
片側2.5mmジャックを持つ付属のオーディオケーブル、または外部接続マイクなど

が送信機の外部音源入力端子（20）に接続された場合は、内蔵マイクは切断され、自動

的に外部音源が生かされます。電池LED表示が数回橙色に点滅し外部音源が立ちあ

がったことを知らせます。集音LED表示（4）が緑色と橙色に同時に点灯して外部音源

から集音していることを示します。

オーディオケーブルが外されると、送信機の内蔵マイクに自動的に立ち上がります。

送信機とTV、MP3プレーヤ、ステレオ装置などがオーディオケーブルで接続された場合

は、最高のステレオ音質の音を提供します。

入力感度は自動的に異なる音源を考慮して調整します。

外部マイク
外部マイクを送信機の2.5mm外部音源入力端子（20）に接続することができます。接

続すると電池LED表示が数度橙色に点滅します。受信機の集音LED表示（4）が緑色

と橙色に数度同時に点滅して外部マイクが立ちあがったことをお知らせします。
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送信機からの音と受信機

の内蔵マイクの 音 が 混じ

りあいます。送信機及び受

信機の音のバランスを 調

整 す る に は 、M 内 蔵

マイクボタン（5）押しながら、
< 高音域低減ボタン（11）と
> 高音域増幅ボタン（12）を

押して調整します。

送信機経由だけの音を聞きた

い場合は、R集音切替ボタン（7）を押し、受信機の内蔵マイクからのみの音を聞きた

い場合は、M内蔵マイク選択ボタン（5）を押します。

無線デジタル送信

ドミノは最先端のデジタル無線技術を採用し最高音質のステレオサウンドをお届け

します。無線送信は暗号化により最高のセキュリティと守秘性をお届けします。

無線は、世界的に使用可能な2.4GHｚの周波数帯を使用しています。

時として、教室で授業や講義を行うような場合、大きな声で話したり有線マイクを使

用するよりも、外部マイクを送信機に接続して、送信機をポケットに入れて話すほうが便

利なこともあります。

送信機は、一個または複数の受信機に同時に送信することができます。

外部マイクが接続された場合、入力感度は自動的に最適な音量に増減調整されます。

外部マイクが接続されると、送信機の電池LED表示（17）が緑色と橙色に交互

に点滅します。

複合信号源
送信機の内蔵マイクまたは外

部マイクを通して集音する場

合、受信機の内蔵マイクの集

音と同時に聞くことができま

す。R集音切替ボタン（7）を押

して集音マイクを選び、M

内蔵マイク選択ボタン（5）を

MIC内蔵マイク設定LED表示	

（２）と集音ＬＥＤ表示（4）が

両方とも点灯するまで押します。

2 s
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電池残量表示

電池LED表示（3）（17）は通常緑色に点灯します。緑色の表示は装置の電源がOnで

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、表示は緑色の点滅に変わり、ほとんど残量が無くなる

と橙色の点滅に変わります。緑色に点滅を始めた時が充電の時期です。もし、充

電をしないと間もなく自動的に電源がOffになります。

充電器を装置の充電用端子（14）（21）に接続すると自動的に充電を始めます。充電中

は充電器と送信機または受信機双方が橙色に点灯します。充電が完了すると緑色の

点灯に変わり、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：
　二次電池の自然放電を補うため、負荷から切り離して絶えず微小電流を流しておく充電方法。

他の送信機との一時的リンク

ドミノは、送信機と受信機の間に無線接続が確立されている必要があります。送信機

と受信機を同時にご購入いただいた場合には、あらかじめこの無線ペアリング接

続は設定済みですので、そのままご使用になれます。

他の送信機からの集音をしたい場合、一時的なリンクを張ることができます。こ

のペアリングは、受信機の電源をOffした直後に解除され、もとの送信機とのペアリン

グが回復します。

一時的なペアリング接続を行う場合は、次のようにしてください。	

• 送信機と受信機のOn/Offボタンi（6）（18）を押します。

•	 送信機のCONNECTペアリング用ボタン（19）を押し続けます。	

•	 受信機のMボタン（5）とRボタン（7）を同時に押し続けます。

受信機の音量・音程LED表示（8）

の光が中心に向かって流れれば

リンクは成功しました。

リンクは、送信機のCONNECTボタンが押されている間だけ接続することができます。

これは予期しない他の送信機との接続を避けるためです。

一つの送信機に対して上記の方法で複数の受信機から同時接続することが

できます。ただし、複数の受信機が影響しあうこともありますのでご注意く

ださい。

5 s 5 s
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		症状 対策

送信機のマイクが無指向性と指向性とを切り替えられる
か確認してください。
送信機の2.5mm外部音源入力端子にケーブルが接続されて
いる場合は、正しく接続されているかを確認してください。

ヘッドホンからピーッと
いう音が
聞こえます。

音量を下げるか、マイクとヘッドホンの距離を離してみて
ください。
マイクの方向を自分に向けないようにしてください。

音が不安定で途切れた
りします。

受信機と送信機との距離が離れ過ぎている可能性があり
ます。少し近づけてください。

一つの送信機に複数の受信機が接続されている場合、少
なくとも一つの受信機が送信機から離れ過ぎている可能
性があります。

一つの送信機に多すぎる受信機が接続されている可
能性があります。

周囲に2.4GHｚ周波数帯の送信システムがあり、お互い
が電波干渉している可能性があります。

壁、コンクリート、金属扉などは電波の到達距離を短くす
る原因となります。

トラブルシューティング

		症状 対策

装置を起動したいの
ですが何も起きない。

充電器と接続し、充電が10秒以内に開始されることを確
認してください。
10秒以内に充電を開始しない場合は、充電器を外して
販売店にご相談ください。

受信機のスイッチを入
れてもヘッドホンから
は何の音も聞こえない。

音量増幅ボタン（9）により音量を上げてください。
信号源として内蔵マイクが選択されていることを確認
し、内蔵マイク（1）を軽く引っ掻いて音が聞こえるかを確
認してください。
ヘッドホンが正しく接続端子に接続しているかどうかを
確認してください。
ヘッドホンを他の音源（ステレオ、CDプレーヤなど3.5mm
ジャックを持つもの）に接続して音が聞こえるか確認して
ください。

送信機経由の集音を選
択しているのですが、
受信機のスイッチを入
れても、ヘッドホンから
は何も聞こえません。

送信機のスイッチがOnになっているか確認してください。
信号源として送信機の外部マイクが選択されていること
を確認した上で、外部マイク（16）を軽く引っ掻いて音が
聞こえるかどうか確認してください。
送信機が近くにあるかどうか確認してください。無線電
波は室内見通距離約25ｍです。
送・受信機間の無線接続が確立されているかどうかを確
認してください。
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高度な設定

設定モード

ベルマンドミノプロは多くの設定ができます。設定をするために、最
初に設定モードに入ります。

315

APP

MAX

STEREO

BASS

設定メニュー概要

設定メニューで
は、送信機経由の
集音切替ボタン(7)
で次のメニュー
に、Mic内臓マイク
選択ボタン(5)で前
のメニューに移動
します。

設定が終わったら
On/Offボタン(6)を
短く押すことで通
常のモードに戻れ
ます。

315

APP

Overview of the Settings Menu
In the settings menu you can move
between the di�erent settings by
pressing the RF
button (7) or the
MIC button (5).
Each press on the
RF button moves
you clockwise on
to the next
setting in the
list and the M
MIC button 
takes you
anti-clockwise
to the previous
setting in the list.

When you have
�nished  adjusting your
settings, give  a short press on
the On/O� button (6) to return to
normal user mode.

MAX

STEREO

BASS

8 s

設定メニュー

ドミノプロの受信器の電源が入っていることを確
認してください。

電源ボタンを押しながら、１秒以内に音量低減ボ
タンを押し、約３秒間長押しすれば、設定メ
ニューになりました。
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左右バランス調整

左右バランス設定は右耳と左耳の音量バランスの設定ができます。これは左右の
聴力に差がある場合に、片側の音量を大きくし反対側の音量を小さくする設定で
す。 高音域低減ボタン(11)を押すごとに3dBずつ低減

し、高音域増幅ボタン(12)を押すごとに3dBずつ増
幅します。

ステレオ/モノラル設定

別売りのケーブルキットなどを利用する場合の入力信号
のステレオとモノラルを切り替えることができます。

例えばテレビの音声を入力したとき、モノラルで聞いた
方がより明瞭に聴こえるような場合に使用します。

音量低減ボタン(10)を押すとモノラルが選択され、音量
増幅ボタン(9)を押すとステレオが選択されます。

初期設定はステレオになっています。

MAX

STEREO

MONO

高音域増幅ボタン(12)を押すと右耳の音が、高音域
低減ボタン(11)を押すと左耳の音がより大きくなり
ます。

最大音量設定
ここでは最大音量を設定することができます。子供や聴力保護のために最大
音量を制限したいような場合に設定してください。初期設定では出力は最大
になっています。
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音程調整のロック
意図しない音程調整を防ぎたい場合、音程調整機能をロックすることができます。

音量低減ボタン(10)を押すと音
程調整機能はロックされ、音
量増幅ボタン(9)を押すとロッ
クは解除されます。

音程の初期設定

高音域増幅ボタン(12)と高音域低減(11)ボタンで
音程の初期設定を変更することができます。

低音の減衰設定

この設定は、扇風機の音や道路工事の騒音など長時間聞き続けると疲れるような
周波数の低い音を軽減することができます。

BASS

BASS

音量増幅ボタン(9)を押すと周波数の低い音を減衰する状
態になります。

音量低減ボタン(10)を押すと通常の状態になります。
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工場出荷時初期化

全ての設定をリセットし、工場出荷時の状態に初期
化することができます。

音量増幅ボタン(9)を長押しし全ての音量・音程LED表
示(8)が点灯した後点滅し、初期化されます。

バージョン情報

音量・音程LED表示(8)の点灯と点滅のパターンで製
品のバージョン情報を示します。

これは故障の際などにメーカーが利用するもので
す。

8 s

教育機関向けモード
ドミノプロには特に教育機関向けに開発されたモードがあります。このモードは常
に発信機のマイクが有効になります。受信機のマイクは内蔵マイク選択ボタン(5)を
押している間だけ有効になります。

教育機関向けモードを有効にする

1)  設定メニューに入ります。
2)内蔵マイク選択ボタン(5)を、内蔵マイク設定LED表示

(2)と送信機経由の集音LED表示(4)が赤く点灯するま
で押します。（工場出荷時初期化のメニューです）

3) 音量低減ボタン(10)を2秒間押し続けます。
4)  音量・音程LED表示の点滅が設定完了を通知します。
5)  On/Offボタン(6)を短く押せば設定は保存され通常モー

ドに戻ります。 

教育機関向けモードを無効にする

教育機関向けモードは工場出荷時初期化をすると無効
になります。
※教育機関向けモードは初期設定では無効になっています。

・ 内蔵マイク選択ボタン(5)を押すと発信機の音声と受信機の音声が一緒に聞こえます
・ 内蔵マイク選択ボタン(5)を離すと発信機からの音声だけに戻ります
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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/
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。
•BE9124　イヤホン
•BE9122　ステレオヘッドホン
•BE9125　ステトクリップ
•BE9159　ネックループ
•BE9127　外部マイク（5m）
•BE9126　ステレオケーブルキット（5m）
•BE2210　追加用受信機
http://www.jiritsu.com

アクセサリ
イヤホン ヘッドホン

ケーブルキットネックループ マイクロフォン

ステトクリップ



35

用途事例

室内 

36

 補聴器をしたまま 
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会議 TVの前で 

38



39

学校 街中 

40
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旅行 食卓 
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