
◆
◆
◆

乾電池使用によりＡＣ電源確保が不要なため、使用可能場所がグン
と拡がりました。（市販のモバイルバッテリーも使用可能  ※推奨品を接続の場合）

持ち出したその場で録音（最大約 90 秒 ×2 チャンネル）ができ、
すぐに再生することが可能です。

軽量コンパクトな特徴を活かし、音声アナウンスを必要とされる
さまざまな環境でのお客様サービスにご活用いただけます。　
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モバイルトークミニ
MC-T01（原寸大）

公共空間等での
誘導

電源確保困難
な場所での

ご案内

( 使用シーンの一例 )

人感知センサー

スピーカー

ATM 等での
お声掛け

搬送時の
お知らせ



取扱説明書（保証書）　

単３型アルカリ乾電池 ×４本使用
 （市販モバイルバッテリー使用可能　※電池収納内部の
  USBmicroB ポートに推奨品を接続）

約 120g（電池は含まず）

縦 110× 横 65× 厚さ 30mm

最大約 90 秒 ×2 チャンネル
 （microSD カード使用の場合は、最長 30 分までの再生）

MC-T01

モバイルトークミニ

付　属　品

電　　　源

本 体 重 量

録音再生時間

本 体 寸 法

機　種　名

商　品　名

製品仕様

場所を選ばない音声案内により、お客様へのサービス・誘導等を支援します

■「意匠登録済」「商標（モバイルトークミニ）出願中」
■掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合があります。
■記載の商品の仕様は、予告なしに変更する場合があります。
■このカタログの内容は、2019 年 2 月現在のものです。

① モバイル性を活かし、動きながらの音声案内、AC 電源が無い場所での音声案内
② その場で録音が可能ですので、音声の入れ替えに手間取りません
③ 人感知センサー（ON/OFF 切替可能）により、様々なご利用に対応します

本体裏面（原寸大）

---------------【特徴】---------------

１. コードレス（電池動作）
     　小型軽量設計により、使いたい

ロケーションが拡がります。

２. 最大約 90 秒 ×2 チャンネル
の長い録音時間

チャンネル切替で再生したい
内容を切替えられます。

３. microSD カードからの再生
     　microSD カードに書き込まれた
        音声（最長 30 分まで）の再生が
        可能ですので、用途が拡がります。

※microSD カードを挿入した場合は、microSD カードに書き込ま
れた音声を優先して再生します。

※再生可能フォーマットへの変換ソフトは、群馬電機ホームページ
にて今春公開予定です。

４. 広角度人感知センサー搭載
        人が近付くとタイミング良く

メッセージを伝えます。

操作スイッチ部

電池収納部
 （モバイルバッテリー接続ポート
  と microSD カードスロットを
  内部に設置）

セキュリティワイヤー
取付け部
 （ホームセンター等で販売されて

いる ロープ径 0.5mm 以下の
ステンレスワイヤーを取付け可）

側面下部



４．ＳＤカードの音源が再生できない。 

   ・ＳＤカードは正しく挿入されていますか。  

    ＳＤカードに音源が正しい形式で記録されていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              主な仕様 
 

 

  

本体寸法（ミリ） 本体 ：縦１１０×横６５×厚さ３０ 

本体重量 約１２０ｇ （電池別） 

電源 アルカリ単三電池４本またはモバイルバッテリー 

消費電力 ２Ｗ（最大） 

音声出力 １Ｗ（最大） 

人感知センサー 感知距離：約３メートル（環境により変化します） 

内蔵音源録音再生 チャンネル数：２ 録音再生時間：各最大約９０秒 

盗難防止用フック ０．５mm径メタルワイヤー適合 

使用環境 温度 ０℃から４０℃、結露なきこと 

設置環境 雨露が直接かからない場所 

保証書 
 本書期間中、通常のご使用において故障が発生しましたときには、無償修理   

致します。尚、次の場合には保障期間中であっても修理に要した実費を頂きます。 

（１） 天災等の不可抗力及び異常電圧による故障 

（２） 誤った使用方法、不注意による故障、分解改造による故障 

（３） 保証書の提示が無い場合 

本商品の保証は日本国内に限ります。保証期間は、お買い上げ日より１年間です。 

保証期間を過ぎましても修理可能な場合、有償にて修理致します。 

 

【製造・販売元】 群馬電機株式会社 
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々７６０ 

TEL 0277-73-2417(代)   FAX 0277-73-2419 

 

取り扱い販売店名 住所 ＴＥＬ 

 

 

お買い上げ日    年  月  日 
 

保証書欄 



ＭＣ－T０１ 
  取扱説明書（兼保証書） 

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。正しくご使用 

頂くために、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を大切に保管してください。 

●安全上のご注意 （ご使用になる前にお読みいただき、必ずお守り願います）

警 告 

電池は必ず新品４本を使用してください。 

新旧の電池を混載しますと発熱や火災の原因となります。 

分解や改造は絶対にしないでください。 

発熱・発火の原因となります。 

この製品は屋内専用です。雨などの水滴がかかる場所では使用しないで下さい。 

発熱・発火の原因となります。 

煙が出る、異臭がするなどの異常が起きたときは、すぐ使用をやめ電池を外して 

下さい。 そのまま使用すると、発熱・発火の原因となります。 

本機を長く使用しない場合は、電池またはモバイルバッテリーを外して下さい。 

電池の液漏れやバッテリーの異常消耗などが起こることがあります。 

注 意 

落下や打撃など、強い衝撃や圧迫するなどの力を加えないでください。 

動作不良や故障の原因になります。 

電池は（＋）（－）を正しく入れてください。 

機器が正常に動作しなくなります。 

汚れを拭き取るとき、ベンジンやシンナーなど化学薬品は使用しないでください 

拭き取るときには、うすめた中性洗剤を付けた柔らかい布で拭いてください。 

ストーブやコンロなど高温になる場所での使用は避けてください。

機器の故障の原因となります。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。 

この絵表示は、必ずお守りいただく「強制」の内容です。 



 

ご使用の前に  セットの内容を確認してください 
 

 ・機器本体 １セット   ・取扱説明書兼保証書（本書） 
 

各部の名称 
 

                                                      壁掛フック 

 人感センサ                音量 UPボタン                     

                        音量 DOWNボタン                  各種モニタランプ 

                                                        

 スピーカー              センサ ON/OFF                      録音ボタン 
                              ボタン                          

                                                      チャンネル切替兼 

                        マイクロ USB                      電源ＯＮ/OFF 

                        コネクタ（給電用）                         ボタン 

                                                      マイクロSDスロット 

                         盗難防止フック 

             本体前面                       本体裏面 

 

使い方 
 

 １．電池の挿入 

   本体背面の電池蓋を開け、新品の単三アルカリ電池を内部の電池マークの向きに 

従って正しく挿入してください。 

 

                                         マイク穴 

           操作部 

 

 

 

 ２．電源の入／切と録音・再生チャンネルの選択 

   操作部の  ボタンを長押ししますと、電源が入ります。再び長押ししますと、電源が 

   切れます。短押ししますとチャンネルの選択が出来ます。チャンネル１  と２  を 

   交互に選択します。 

 ３．メッセージ録音方法 

   チャンネル１または２が選択された状態で  ボタンを押し続けて、    ランプが点灯 

したらメッセージを録音ボタンの右上のマイク穴に向かって吹きこんでください。 

選択しているチャンネルにメッセージが録音されます。 録音ボタンから指をはなし、 

ランプが消灯したら録音終了となります。（メッセージは電源を切っても保持されます） 

 ４．メッセージ再生方法 

   予めメッセージが録音されたチャンネルを  ボタンで選択してください。次に  ボタンで 

   人感センサの入／切を選択してください。 

    ・人感センサＯＦＦ ： 録音されたメッセージを繰り返し再生します。 

    ・人感センサＯＮ  ： センサで人の動きを検知した場合メッセージを再生します。 

                   （センサの検知範囲から人の動きが無くなると停止します） 

 ５．音量選択 

   音量調整ボタン    にて音量の調整ができます。設定された音量は電源を切っても 

   保持されます。 



    

 

ＳＤカードの使い方 
 

本機ではＳＤカードに記録された音源を再生する事も可能です。ＳＤカードには本体からは 

録音は出来ません。ＳＤカードに録音を希望される場合は、弊社営業担当までお申し付け 

願います。 ＳＤカードが挿入された場合は、本体録音済の音声再生を停止し、ＳＤ内音源 

のみを再生します。 （正しい形式の音源が記録されていないと再生することができません） 

 

人感知センサについて 
 

本機の人感知センサの検知距離は約３ｍです。人感知センサを使用し人を感知することで、

選択した音源を再生する事が可能です。ＳＤ音源がある場合はこちらを再生します。人感知

センサは電源投入後ウォームアップが必要で、その期間中は（約３０秒）人を検知できません。

人以外にも検知範囲内を別の熱源が移動した場合や、振動、外来電波、静電気放電などの 

影響でメッセージを再生する場合があります。 

人感センサの検知範囲内に人がいても動きがない場合は検知できないことがあります。 

 

盗難防止フックについて 
 

本機の下部にある盗難防止フックの適合ワイヤ径は０．５ｍｍです。 適合以外のワイヤを 

使用されますとうまく入らなかったり、フック部が破損することがあります。 

 

モバイルバッテリーの使用について 
 

モバイルバッテリーの機種により、動作中に省電力機能が働き、本機への給電が停止する 

ことがあります。 このばあいはモバイルバッテリーの電源スイッチを入れ直すと給電が 

復帰することがあります 

 

    モバイルバッテリーに衝撃を加えたり、水滴がかかりますと発火等の危険があります。 

 

故障かな？と思った場合について 
 

１．音が出ない 

   ・電池は正しく挿入されていますか。 また電池寿命ではありませんか。 

   ・再生チャンネルは正しく選択されていますか。 

   ・再生したいチャンネルに音声が正しく録音されていますか。 

 

２．人感センサが反応しない 

   ・センサランプ「ＯＮ」が点灯していますか。 

   ・電源ＯＮから３０秒以内ではありませんか。 

   ・本体近くに高温の熱源がありませんか。 

   ・センサに強い光が直接あたっていませんか。 

 

３．音が小さい 

   ・音量ボタンで調整してみてください。 それでも小さい音であれば再度大きめの声で 

    録音してみてください。 


