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※この取扱説明書の内容は2017年5月のものです。製品の仕様、付属品、外
観等は予告なく変更される場合があります。

※本文中のイラストは、実際の製品と異なる場合がございます。
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このたびはシグニア ストリームライン TVをお買い求め
頂き、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取
扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管して
ください。

テレビ
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お使いになる人や他の人への危害･財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度
　を次の表示で区分し、説明します。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

警告：

注意：

この表示がある項目は、「死亡または重傷などを負う可
能性が想定される」内容です。

この表示がある項目は、「傷害を負う可能性または物的
損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
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■ストリームラインTVの改造、分解をおこなわないでください。
■付属の電源アダプタ、USBケーブル以外はご使用にならないでください。
■ストリームラインTVに強い衝撃を与えたり、ぶつけたりしないでください。
■直射日光の当たる場所やストーブの近くなど高温になるところに置かない
でください。

■風呂やシャワー、雨などに濡らさないでください。また、台所や浴室などの湿
度のあるところに置かないでください。

■ストリームラインTVの汚れを拭き取るときは、アルコールやベンジンを使用
しないでください。表面を傷つけます。柔らかい布を使用し軽く拭き取ってく
ださい。
■電磁波の発生するところから離れてください。
■レントゲンやＭＲＩなどの強い電磁波は、故障の原因になります。　　　　
検査室に持ち込まないでください。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

■より快適なご使用のための方法を説明しています。

禁止：

禁止

この表示がある項目はしてはいけない「禁止」の内容です。

よりよく本品を使用するためのアドバイスとヒントです。
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■破損したストリームラインTVをそのまま使用しないでください。感電する危
険があります。破損した場合は、購入した販売店にご相談ください。
■測定装置や電子機器に干渉する恐れがあります。

●病院や飛行機では電源をお切りください。
●その他、通信機器の使用を制限している場所では、その指示に従ってください。

■補聴器やリモコンは飲み込める小さい部品を含んでいます。これらを飲み
込むと窒息の危険を伴います。
●小さな子供やペットが触れるところに置かないでください。
●小さな子供やお年寄りが使う場合は、誤って飲み込まないよう、周囲の人が常に  

注意してください。
●誤って飲み込んだときはあわてず、医師、救急医療センター等に相談してくださ

い。

警告
■外部出力機器を接続する場合は、電気安全法やIEC60065規格などの
安全性を備えた機器を接続してください。安全性が確保されていない機
器を接続すると感電する危険があります。
■ストリームラインTVの改造は、怪我や故障の原因になります。正規の部
品、アクセサリをご使用ください。
■引火性の強い場所や爆発の危険のあるところでは、ストリームラインTVを
使用しないでください。

警告
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■ストリームラインTVは取扱説明書に従いお使いください。
■取り扱いはていねいに
●ストリームラインTVは精密機械です。落としたり、ぶつけたりしないでください。
●汗などが内部に入ると故障する恐れがあります。ご使用の際は注意してください。
　ご使用後は必ずお手入れをしてください。
●シンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
●電子レンジの中に入れないでください。

■ストリームラインTVは高温や湿気をきらいます。
●直射日光の当たる場所やストーブの近くなど高温になるところへ置かないでくださ
い。
●台所や浴室、洗面所など湿気のあるところに放置しないでください。
●雨に濡らさないでください。

■もし、水中に落としてしまったり、衣服といっしょに洗濯してしまったりした
ら････
●水中に落としたときは、よく水を切り、陰干しにして修理に出してください。修理に
出すときはその旨を説明して下さい。
●洗濯機に入れたり、海水や汚水に落としたりしたときは、よく水を切り陰干しにして
修理に出してください。修理に出すときはその旨を説明して下さい。
●雨や汗で濡れたときは乾いた布ですぐに拭き取り、陰干ししください。
●故障の原因が、水による故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないこ
とがありますので予めご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施でき
る場合でも有料修理になります。

■ストリームラインTVを電子レンジで乾燥させないでください。

注意
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■電磁波が発生するところについて
●ストリームラインTVは国際規格の電磁両立性に適合するように設計されていま
　す。
●ラジオ・テレビの放送所の近くや、すぐ近くで電子レンジ・IHクッキングヒーター・タ
　クシー無線などを使用していると、放送が聞こえたり、雑音が入ったりすることがあ
　ります。補聴器の故障ではありません。補聴器をとりはずすか、その場所から離れ
　てください。

■ご不要になったストリームラインTVは自治体指定の方法で処分してくだ
さい。

注意
ストリームラインTVは、テレビやオーディオ機器の音声を無線で補聴器に
繋ぎ、ご家族とは別の音量で、音声を楽しむ事が出来る送信機です。

ストリームライン TVのご紹介

テレビ

オーディオ機器ストリームライン TV

12 13

補聴器
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ご使用になる前に、付属品がすべて揃っていることを確認してください。

付属品の確認

❶ ストリームラインTV本体 
❷ 電源アダプタ【1個】
❸ 光ケーブル【1本】
❹ 赤白ケーブル【1本】
❺ SCARTアダプタ【1個】・・・日本では使用しません　 
❻ ミニジャックアダプタ【1個】

14 15
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各部の名称

❶ テレビインジケータ
❷ 電源インジケータ
❸ セットアップボタン
❹ 電源接続
❺ 赤白ケーブル端子
❻ 光ケーブル端子（背面から見て左が入力、右が出力）
❼ モードボタン（販売店の方以外は、操作しないでください。万一押しても    

　LEDが光るだけで、何も起こりません。）

16 17
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ご使用の前に

●安全のため電源プラグはコンセントからすぐ外せる環境でお使いくだ
　さい。
●付属の電源アダプタを使用してください。

注意

A電源アダプタを、本体とコンセントに接続します。その際、破損の原因に
なりますので、ケーブルを強く曲げないでください。

■設置のしかた

① ②

③

18 19



ご使用の前に

●安全のため電源プラグはコンセントからすぐ外せる環境でお使いくだ
　さい。
●付属の電源アダプタを使用してください。

注意

A電源アダプタを、本体とコンセントに接続します。その際、破損の原因に
なりますので、ケーブルを強く曲げないでください。

■設置のしかた

① ②

③

18 19



BストリームラインTVとテレビまたはオーディオ機器との接続
付属のケーブルを使用してください。
①光ケーブル両端の保護キャップを外してください。
②ストリームラインTVの光ケーブル端子の“IN”とテレビ背面の「デジタル音
声出力（光）」にバチッというところまで差し込みます。※P23の図参照

●ストリームラインTV本体は、テレビを見る位置から直視できる所に水平に
置いてください。テレビの後ろや遮閉物があると、安定してテレビの音が聞
こえないことがあります。
●ストリームラインTV本体に電源スイッチはありません。電源は入れっぱな
しとなります。
●ストリームラインTVの通信範囲は、見通し15ｍ程度です。お使いの環境
や通信状況によっては異なる場合があります。

似た四角い端子がありますが、これではありません
（LAN、電話回線など）

-テレビ背面-
テレビによって、名称が異なる
場合があります。
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③テレビ本体の「設定」から、テレビの出力形式フォーマットを、PCMもしく
はドルビーデジタルに設定します。
※これ以外の設定では、作動しません。

④テレビにデジタル音声出力端子が無い場合は㋑もしくは㋒の方法で接続
します。㋒の場合、テレビによってはテレビのスピーカーとは別の音量で音
が出せます。詳しくはテレビの取扱い説明書をご覧ください。（光ケーブル
とオーディオケーブルの2つが接続されている場合、光ケーブルの音だけ
が補聴器に届きます。）

これで地デシ、BS、CSの音(ステレオ2h)がテレビからストリームラインTVに
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テレビ
他の機器

デジタル音声出力

ストリームライン TV

■ストリームラインTVと補聴器のペアリング⑤もし、すでにテレビのデジタル音声出力端子に何らかの機器をつないでい
る場合は、ストリームラインTVをその間にはさみます。 ①補聴器の電池室を、一旦開けてから閉め、（電池室の無い補聴器は電源

を切ってから入れ直し）ストリームラインTVの上に置いてください。
②5秒程で　　　両方のLEDが青色に点灯します。　 　　　　　
　これでペアリングが正常に完了しました。補聴器をテレビ用のプログラム

に切り替えるとテレビの音声が補聴器で聞こえるようになります。両方の
青色点灯は、30秒程続きます。

③両耳の場合や他の方の補聴器など、補聴器が複数ある場合、何個置い
ても、時間をあけてバラバラに置いても
構いません。

④1台のストリームラインTVは、複数の補
聴器をペアにできます。

テレビ
他の機器

デジタル音声出力 IN OUT
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毎日の操作（テレビの音声を聞くとき）
①補聴器をテレビ用プログラムに切り替えます。（もしくはトランスミッター
モードに切り替えます。）これだけでテレビの音声が補聴器から聞こえま
す。ストリームラインTVとのペアリング情報は、補聴器の中に電源を切っ
ても残ってますので、度々ペアリングをやり直す必要はありません。
②音量は、補聴器のボリュームで調整します。特にP23の㋐・㋑の方法で接
続した場合、一般にテレビ側のボリュームを変えても補聴器に聞こえる音
量は変わりません。
③テレビの音と周囲の音を同時に聞くことが出来ます。周囲の音の音量バ
ランスも調整出来ます。詳しくは販売店にお尋ねください。

④ストリームラインTVは、テレビ1台につき1台必要です。
　例えば居間と寝室にテレビがあると、それぞれ1台、計2台のストリームライ
ンTVが必要です。そして居間のテレビを聞くときは、補聴器は居間のスト
リームラインTVとペアリング、寝室のテレビを聞くときは寝室のストリーム
ラインTVとのペアリングがその都度必要です。
⑤通信範囲（見通し15m以内）より離れると音が途切れますが、通信範囲
内に戻ると自動的にテレビの音が聞こえます。
⑥長期間ストリームラインTVを使用しない場合は、電源アダプタをコンセン
トから抜いてください。
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故障かな？と思ったら

1．テレビのスピーカーから音が出ていますか。テレビの取扱説明書をご覧頂
き、まずテレビのスピーカーから音が出るようにします。※注１（P30）

２．次にテレビ～ストリームラインTVをつなぐケーブルがしっかり接続されて
いるか、抜けかかっていないかご確認ください。

３．テレビ本体とストリームラインTVは電源が入ってLEDが点灯しています
か。

４．ストリームラインTVはステレオ２chのリニアPCMかドルビーデジタル形
式のみを受け付けます。それ以外の形式でデジタル音声が入力された場
合は出力が出来ませんので次をお確かめください。

■音が出ない場合は次の手順で調べましょう。
これはステレオサラウンド放送をサラウンドオーディオシステムで聞いている場合な
どに起こります。テレビの設定でデジタル音声出力をPCMに変更してください。
【例】：メニュー→デジタル設定→PCM
《注》：テレビによって名称や手順は異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧
ください。

Ａ）テレビ放送が聞こえない場合（地デジ、BS、CS）

これはサラウンドオーディオシステムで5.1chや7.1chのサラウンド再生をしている場
合などに起こります。プレーヤーの設定でデジタル音声出力をPCMに変更してくだ
さい。
【例】：メニュー→設定→デジタル音声設定→PCM
注》：外部機器によって名称や手順は異なります。詳しくは外部機器の取扱説明書
をご覧ください。

Ｂ）テレビへ外部入力しているソースの音が聞こえない場合
　（ブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム機など）
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

消灯

青点滅

赤点灯

緑点灯

緑点灯

緑点灯

緑点灯

赤点滅

青点灯
30秒

消灯 電源が入っていません

LEDの色の切替にかかる時間はモードによって数秒から30秒程かかります。

電源オン。工場出荷状態。ペアリング待ち状態です。

補聴器とペアリング完了。補聴器からテレビが聞こえます。

音声信号が入ってきていません。テレビの電源オフ、DVD停止もしくはケーブルが抜けています。

赤白ケーブルから音声信号が入ってきています。補聴器からテレビが聞こえます。

光ケーブルから音声信号が入ってきています。補聴器からテレビが聞こえます。

テレビの音声出力フォーマットがPCMもしくはドルビーデジタルではありません。

エラー。販売店にご相談ください、。

赤白ケーブルから音声信号が入ってきていません。テレビの電源オフ、DVD停止もしくは音量が低すぎです。

青点滅

消灯

緑点灯

緑点滅

青点灯

赤点滅

赤点滅

青点灯
30秒

　　　　テレビによってはデジタル音声出力ができないソースがあります。この場合は光ケーブルは
使わずにP23の㋑か㋒の方法で、つないでください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
【例】：コピーコントロール(録音制限)してあるデジタルソース(コピーコントロールDVDをHDMI入力し
ている場合やコピーガードがかかったテレビ番組)、ビデオ端子入力、Ｄ端子入力、ＰＣ入力など。
　　　　テレビのデジタル音声出力にすでにオーディオ等がつないであって、光ケーブルがつなげな
い場合は、テレビとオーディオ機器の間に、ストリームラインTVをはさんでください。
※詳しくはP24をご覧ください。
■工場出荷状態に戻すには、背面左のセットアップボタンを6秒以上長押しします。全てのペアリング
は解除され、工場出荷状態に戻ります。補聴器は必要に応じて再度ペアリングしてください。

※注１

※注２

LED点灯表示早見表
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■動作環境 アフターサービスについて

保証書には必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、大切に
保管してください。

●保証書（別に添付してあります。）

恐れ入りますが、保証書を添えてお求めの販売店へお持ちください。保証書の記載
内容に従って、修理いたします。保証書の提示がないときは有料修理になります。

●保証期間中、修理依頼されるとき

お求めの販売店または弊社にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる
場合は、お客様のご要望により、有料で修理いたします。

●保証期間経過後の修理について

アフターサービスなどについてご不明な点は、お求めの販売店までお問合せください。
●その他のお問合せは････

温度
湿度
気圧

5～40℃
15～93％

700～1060hPa

■技術データ
電源電圧
電源電流
電源周波数
　出力電圧
　出力電流

100～240VAC
＜0.2A at 100VAC

47～63Hz
5VDC
＜1A■輸送／保管

温度
湿度

-25～70℃
15～93％
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販売店の方へ
●Connexxで調整中は、ストリームラインTVでテレビの音を聞くことは出来
ません。ストリームラインTVより、Connexxの接続が優先される為です。
●調整の途中でストリームラインTVでテレビの音を聞くには
　①補聴器にテレビプログラムを作る（例：P2に作ります）
　②テレビを聞くにはConnexxで補聴器を切断し、補聴器の電池蓋を開
　閉してストリームラインTVの上に置きます。青が2つ点灯すれば、ペア
　リング完了です。（約5秒）
　③補聴器のロッカースイッチでP2にします。数秒でテレビの音声が聞こえ
　ます。もし片耳しか聞こえなかったら、②の電池蓋の開閉からやり直しま
　す。

　④再度Connexxで調整するには、補聴器を再度読み取ります。ノアリン
　クワイヤレスなら電池蓋を開閉して読みとり。３０ｃｍ以内に近づけなく
　ても構いません。
　⑤再度テレビを聞くにはConnexxで補聴器を切断してロッカースイッチ
　でP2にします。ノアリンクワイヤレスなら電池蓋を開閉してからP2にし
　ます。ストリームラインTVの上に置かなくても構いません。以降、調整と
　テレビは④と⑤を繰り返します。
●Tシステム試聴などで、聴力や計算式を替えてファーストフィットをし直す
時は、「特性のみファーストフィットする」にします。P2が残るので④・⑤で
テレビと調整が続けられます。
●ファーストフィットすると、テレビプログラムが消えるのでテレビが聞こえなく
なります。再度テレビプログラムを作ってください。
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　ます。もし片耳しか聞こえなかったら、②の電池蓋の開閉からやり直しま
　す。

　④再度Connexxで調整するには、補聴器を再度読み取ります。ノアリン
　クワイヤレスなら電池蓋を開閉して読みとり。３０ｃｍ以内に近づけなく
　ても構いません。
　⑤再度テレビを聞くにはConnexxで補聴器を切断してロッカースイッチ
　でP2にします。ノアリンクワイヤレスなら電池蓋を開閉してからP2にし
　ます。ストリームラインTVの上に置かなくても構いません。以降、調整と
　テレビは④と⑤を繰り返します。
●Tシステム試聴などで、聴力や計算式を替えてファーストフィットをし直す
時は、「特性のみファーストフィットする」にします。P2が残るので④・⑤で
テレビと調整が続けられます。
●ファーストフィットすると、テレビプログラムが消えるのでテレビが聞こえなく
なります。再度テレビプログラムを作ってください。
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●ファーストフィットしても大丈夫です。
　ファーストフィットしても補聴器内にストリームラインTVとのペアリング情
報が残っていますので、お客様は家で再ペアリングする必要はありませ
ん。（お店のストリームラインTVとペアリングしてしまった場合は自宅でス
トリームラインTVと再ペアリングが必要になります。）
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製造販売業者名：シバントス株式会社
住　所：〒242-0001　神奈川県大和市下鶴間 1623-14 三機大和ビル 6F

TEL 0800-888-0303　FAX 0800-888-4133
※フリーコールにつながらない場合は、下記番号までお問合せください。
TEL 046-289-0303 　FAX 046-407-1133

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100 91058 Erlangen Germany
Manufactured by Signia GmbH under Trademark License of Siemens AG

シグニア補聴器用テレビ送信機
取扱説明書

ストリームライン TV
テレビ

www.signia.jp


