
コントロールマイクロホン

WD-UM100型
名

取扱説明書

安全上のご注意
■■絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への
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。

■警告
この表示を無視して誤った取扱をする
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
この表示を無視して誤った取扱をす
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。

■■絵表示の例
 記号は、注意 ( 危険・警告を含む ) を促す内容があ

ることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内
容を示しています。

 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容 ( 左図の場合は分解禁
止 ) を示しています。
● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるも
のです。図の中や近くに具体的な指示内容 ( 左図の場合
は AC プラグをコンセントから抜く ) を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、
その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害
については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は
一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■警告
本機を弊社製ポータブルトランシーバー以外
に使用しない
火災・感電の原因となり、本機や接続する機器の故
障を招く原因となりますので、必ず適応機種との組
み合わせにてご使用ください。
適用機種は、お買い上げ販売店またはお近くのサー
ビス窓口にお問い合わせください。

■警告
ケーブルを使用するときは下記のことに注意
する
• 機械に巻き込まれる恐れのある場所では、ケー

ブルを首にかけない。
• 加工したり傷をつけたりしない。
• 必要以上にたるませない。
• ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

誤った使用は、火災や感電、けがの原因になります。

■注意
本機や、本機のケーブルを持ってポータブル
トランシーバーを移動させない
トランシーバーが落ちたりして、けがや故障の原因
となります。
イヤホンの音量は上げすぎない
イヤホンをつけたままでポータブルトランシー
バーの電源の ON/OFF やプラグの抜き差しをしな
いでください。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となるこ
とがあります。
また、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。
ほこり、油煙の多い場所で使用しない
故障や破損の原因になることがあります。

イヤーピースはユニットの根元まで確実に装
着する
不完全だと、耳に損傷を与える原因となります。

使用上のご注意
 ● 本機をポータブルトランシーバーに巻きつけないでください。

ケーブル断線の原因となります。
 ● 乾燥した場所でイヤホンを使用したとき、耳にピリピリとした

刺激を感じることがありますが、これは人体や接続した機器に
蓄積された静電気によるものでイヤホンの故障ではありませ
ん。天然素材の衣服を身につけるなど人体や衣服への静電気の
蓄積を防ぐことで発生しにくくなります。

 ● 機器にシンナーやベンジン、殺虫剤など揮発性のものをかけな
いでください。ボディが汚れたら、中性洗剤などで汚れを落と
し、乾いた布でふきとります。

 ● 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くに放置しないでくださ
い。故障の原因となります。

 ● ケーブル部分の取り扱い方法によって、製品寿命に大きく影響
します。不適切な取り扱いによる故障につきましては、保証期
間内であっても有償修理とさせていただく場合があります。こ
の取扱説明書に記載されている注意事項を守ってご使用くださ
い。

 ● マイク部に、直接除菌スプレーなどを吹き付けないでください。
故障の原因となります。清掃するときは、除菌剤を脱脂綿やコッ
トンに湿らせてふいてください。

 ● 本機のマイク本体部は風防を装着した状態で、IP55 相当の防
塵防水性能となっています（イヤホン部除く）。また、トランシー
バー接続プラグ部は設計段階において IP67 相当の防塵防水性
能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての
状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は
経年劣化しますので、防塵防水性能が維持できる期間は本機の
取扱説明書に準じた使いかたにて 1 年です。
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このたびは、コントロールマイクロホン WD-UM100 をお買
い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、
ご使用の前に必ずお読みになり、大切に保管してください。
製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」を
ご使用前によくお読みください。ポータブルベースステーショ
ン WD-D10PBS の取扱説明書もお読みください。本機は日本
国内用のモデルですので、国外で使用することはできません。



各部のなまえとはたらき
マイク部
マイク部は接話タイプです。
話すときは、口もとをでき
るだけ近づけてください。

（1 ～ 2 cm）

マイククリップ
衣服の襟元などに装着する
ときご使用ください。

［TALK］ボタン
インターカムとして業務連
絡をするときこのボタンを
押します。

トランシーバー接続プラグ
適用トランシーバーに接続します。

キャップ
トランシーバーに接続したあと、
キャップを回して固定します。

イヤホン接続端子
付属のイヤホンを接続します。

風防（消耗品）
風の影響を受けないように風防
の使用をおすすめします。

ストラップ用穴
ネックストラップなどの取
り付けにご使用ください。

イヤホン
（付属）

●■イヤホンセット
コントロールマイクロホンのイヤホン端
子に接続します。
イヤーピースは（大）（小）あります。耳
の大きさに合わせて付けかえてください。

キャップ

イヤー
ピース

キャップは、金属アレルギーをお持ち
のかたにお使いいただけますが、はず
しても使用できます。

●■コードキーパー（消耗品）
装着時ケーブルが長くて邪魔になると
きなど、ケーブルを束ねる場合にお使
いください。

開く

衣類をはさむケーブルを束ねる

トランシーバーへの取り付けかた
トランシーバーの接続端子に本製品のトランシーバー接続プラ
グを差し込み、キャップを矢印の方向へ回して固定します。
キャップが最後まで締まっていないと、トランシーバーとの接
続が切れる恐れがあります。また、防水性が発揮されませんの
でご注意ください。

保管方法について
本機をポータブルトランシーバーに巻きつけないでください。
ケーブル部の断線などの原因となります。
ケーブルが絡まないよう、ワイヤーやフックなどを利用して保
管することをおすすめします。

付属品
取扱説明書（本書）  .......................................................................1
イヤホンセット...............................................................................1
コードキーパー...............................................................................1
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仕様
形式 ： エレクトレット コンデンサー型
指向性 ： 双指向性
感度 ： -45 ± 5 dB（1000 Hz）
質量 ： 約 62 g（イヤホン含む）
動作温度範囲 ： -10 ℃～ +60 ℃
適合機種 ： WD-D10PBS、WD-D10TR
外形寸法 ： 21.4 mm × 45.4 mm × 15.5 mm 

（突起物、風防含まず）
仕上げ ： ブラック
ケーブル ： マイク部 840 mm
 イヤホン部 60 mm

アフターサービスについて
保証期間について
保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じ
た場合は、お買上げの日から 1 年間は無償保証いたします。こ
の場合は、領収書などお買上げ年月日を証明できるものの提示
が必要です。

修理を依頼されるときは
お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口に次のことをお
知らせください。

品名 ：コントロールマイクロホン
型名 ：WD-UM100
お買い上げ日 ：
故障の状況 ：故障の状態をできるだけ具体的に
ご住所 ：
お名前 ：
電話番号 ：

アフターサービスについてのお問い合わせ先
その他アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販
売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

消耗部品について
各機器の取扱説明書の中で消耗部品と記載されているものは、
保証期間内でも有償とさせていただきます。お買い求めの際は、
お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせ
ください。

商品廃棄について
この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適
正に処理してください。

JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は

〒221-0022　神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

(045)450-8950［代表］
(045)450-2308FAX

電話

0120–2727–87

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの
対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お
客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示するこ
とはありません。

ホームページ　http://www3.jvckenwood.com/

〒 221-0022　神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12


