
本ガイドではRoger inspiro の基本的な取り扱いを記載しています。 
携帯したり、学校の先生に渡したりしてお役立てください。 
詳しいお取り扱い方法については取扱説明書をご参照ください。 
 
1. 各部名称 

 
 
 
①電源オン／オフ スイッチ 
②ディスプレイ画面 
③左ソフトキー 
④右ソフトキー 
⑤キーロック／リターンキー 
⑥マイクロホン ミュートキー 
⑦アップ／ダウンキー 
⑧OKキー 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A. マイクロホンマーク 
B. キーロックマーク 
C. バッテリーマーク 
D. 日付／時刻 
E. モード表示(Rogerのみ／Roger + FM) 

F. シリアル番号（または登録名） 

G. ソフトキーの操作メニュー 
 

Roger inspiro クイックガイド 

本体 

ディスプレイ 

2. Roger inspiro の使用可能時間 
 
 
 
 
 
 
 

3. Roger inspiro の充電時間 
 
 
 
 
 

4. Roger inspiro の充電方法 
 

① 付属のAC アダプターの電源プラグを           
  コンセント、ミニUSB コネクターを             
  本体底面にある充電用端子に差し込み            
  ます。 
① 充電が開始されます。 

 
 

5. Roger inspiro 本体の装着 
付属のベルトクリップもしくはネックストラップを使用します。 

モード 使用可能時間 

Roger のみ 約10時間 

Roger ＋ FM 約  8時間 

フル充電 約2時間 

80%充電 約1時間 

ベルトクリップの場合 ネックストラップの場合 

ロジャー・インスパイロ 



6. マイクロホンの装着 
下図のように装着します。マイクロホンのコードはアンテナを兼ねて
いるため、使用中はコードを伸ばした状態で使用してください。 

iLapel の場合 
口元から15～20cmの位置に、 
マイクロホンがまっすぐ上を向く
ように取り付けてください。 

 

EasyBoom の場合 
ネックバンドを耳にかけ、マイク
ロホンの先端部が口元から2～5 

cmの位置になるよう調整します。 

7. 電源のオン・オフ 
本体上面の電源スイッチを左にスライドさせます。
電源をオフにする際はスイッチを右に戻します。 

 
8. 便利な機能 

• キーロック（誤操作防止）機能 

 
キーロック／リターンキーを押すとディスプ
レイ上にメッセージが表示されます。OK キー
を押してください。ディスプレイの上段に
キーロックを表すマークが表示されます。 

 

• ミュート機能 

 
使用中、聞き手に音声を聞かせたくない時は 

マイクロホン ミュートキーを押すことでマイ
クロホンをオフにすることができます。ディ
スプレイにミュート中を表すマークが表示 
されます。 

解除するにはもう一度マイクロホン ミュート
キーを押します。 

9. Roger inspiro のモード選択 
 
   Roger 受信機のみに音を送信する”Roger のみ”のモードと、 
   Roger 受信機と FM 受信機の両方に送信する”Roger + FM”のモード 
   の何れかを選択します。 
 

 “Roger のみ”の場合 
  メニュー画面から各種設定を選択します。モードを選択します。 
  Application modeから”Roger のみ”を選択します。 
  選択すると Roger inspiro は自動的に再起動し設定が完了します。 

 
 
 “Roger + FM”の場合 
  メニュー画面から各種設定を選択します。モードを選択します。 
  Application modeから”Roger + FM”を選択します。 
  選択すると Roger inspiro は自動的に再起動し設定が完了します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    “Roger のみ”の場合     “Roger + FM”の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ソノヴァ・ジャパン株式会社 



10. Roger inspiro の基本的な使い方 
 

  “Rogerのみ”モードでRoger 受信機をネットワークに”追加”する 
    Roger 受信機が補聴器に接続され、必要に応じて補聴器が Roger を 
    使えるプログラムに変更されていることを確認します。 
    Roger 受信機から10㎝以内の距離で、Roger inspiro の右ソフトキーに 
    表示される追加キーを押します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Roger 受信機がネットワークに追加されると補聴器から 
    ビープ音が聞こえます。受信機は1台づつネットワークに追加します。 
    （両耳装用の場合は左右1台ずつ追加してください。） 
 
 ※  ネットワークへの追加は一回のみです。ネットワークに 
    追加した受信機は電源を入り切りしてもネットワークに参加し続けます。 
 
 

  “Roger + FM”モードでFM 受信機をネットワークに“追加”する 
      必要に応じて FM 受信機のチャンネルを同期するFM 受信機が 
      補聴器に接続され、必要に応じて補聴器が FM を使えるプログラムに 
    変更されていることを確認します。 
 
      FM 受信機から10㎝以内の距離で、Roger inspiro の右ソフトキーに 
    表示される追加キーを押します。 
    FM 受信機のチャンネルが 同期されると補聴器からビープ音が聞こえます。 
 
   

   FMチャンネルについて 
Roger inspiroには干渉の可能性
が低い組み合わせの6つのチャン
ネ ル が H91, H92, H44, H96, 
H98, H99登録されています。 
 
干渉ノイズが発生したり、隣り合
う部屋で同じチャンネルのFM 
ユーザーがいたりする場合、チャ
ンネルを変更してください。 

  ※ FM  受信機に設定されているデフォルト・チャンネルが、 
    Roger inspiro に表示されているチャンネルと同じ場合は 
    同期は不要です。 
  
・FM チャンネルの変更方法 
 
   送信機のチャンネル変更  
    Roger inspiro のメニュー画面から FM を選択します。 
    チャンネル変更を選択します。 
    希望のチャンネルの選びOKキーを押します。 
    リターンキーを押し、最初の画面に戻ります。 
 
   受信機のチャンネル同期 
    FM 受信機から10cm以内の距離で、Roger inspiro の右ソフ 
    トキーに表示される”追加”キーを押します。 
    FM 受信機のチャンネルが同期されると、補聴器からビープ音が 
    聞こえます。 
    既に同期されている場合は、行う必要ありません。 
 



11. Roger inspiro の使用可能距離 
   
   Roger 送信機 / Roger 受信機間 
   屋内：最大約30m    屋外：最大約20m 
 
   Roger 送信機 / FM 受信機間 
   屋内：最大約30m    屋外：最大約30m 
 
   Roger 送信機 / Roger 送信機 / Roger デジマスター間 
   最大約20m 
 
   ※ 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは 
     使用可能距離が短くなる場合があります。室内で安定して使用する 
     ことができる距離は約15mです。 
 
   ※ Roger inspiro から Roger 受信機へ発する電波は、屋外や体育館 
     などの大きな部屋で使用する際、Roger inspiro を装着する人の体 
     が電波を遮り、Roger inspiro からの音が途切れることがあります。 
     上記のような場所で Roger inspiro を使用する場合は、 
     Roger inspiro が体の前面に来るように装着してください。 
 

12．ご使用にあたって 
 

1. Roger inspiro を使用する際には、以下の点をご確認ください。 
 Roger inspiro の電源がオンでバッテリーが切れていないこと。 
 マイクロホンが正しい位置に取り付けられていること。 
 マイクロホンがミュートになっていないこと。 
 受信機が接続された補聴器の電源がオンになっており、補聴器の

プログラムが Roger が使えるプログラム（FM + M）に切り替え
られていること。 

 FMユーザーがいる場合、受信機のチャンネルがRoger inspiro の
チャンネルと同期されていること。 

 
2. 話し手は以下の点に注意してご使用ください。 

 普段通りの声の大きさとスピードで話してください。 
 聞き手の反応を見ながら音声がきちんと届いているかどうかを確

認してください。 
 聞き手に煩わしい音が聞こえてしまわないよう、マイクロホン部

位を触らないでください。マイクロホンの位置を直す際はミュー
ト機能を使用してマイクロホンをオフにしてください。 
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