
 

 

 

 

 

 

 

 この度は、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。 

 

 ご使用上の注意 

初めてお使いの場合、３時間以上充電してからご使用下さい。 

受信機に『Lo』サインが表示されたら直ちにご使用を中止し、９時間以上充電して下さい。 

使用していない状態でも毎日９時間以上は充電して下さい。受信機が故障する恐れがあります。 

本機器は水、油気、衝撃等があると故障の原因となり正常な呼び出し操作や充電が行えなくな

りますので、ご使用場所を選び、影響が及ばない場所に設置するか又は保護を行ってください。 

お手入れの際は軟らかい乾いた布で拭いてください。 

本取扱説明書には保証書とユーザーID が付属しておりますので大切に保管をしてください。 
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（１） 

CALL GEAR 取扱い説明書 

 



●充電機を SET します 

充電器に付属の電源アダプターを接続して下さい。 

電源が入ると機器に赤いランプが点灯しますので、充電機の上に 

受信機番号が見える向きで金属端子が重なるように受信機を 

重ねてください。 

充電機と接続すると、受信機の青 LED が点灯します。 

 

  充電量が不足すると LO と表示されますので、充分に充電をしてお使い下さい。 

（初回は６０分以上充電してください） 

 

※１台の充電器で最大１５個まで重ねて充電できます。 

（１５個以上載せますと正常な充電ができず、故障の原因となります。） 

 

● 操作機の SET とディスプレイ説明 

操作機に電源アダプターを接続し、アンテナを垂直に立ててから電源マークを長押しして下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ディスプレイ画面の表示について  

操作機の表示画面には４つ前までの履歴が表示され、画面を見る事で履歴番号を確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

５ ４ ３ 

 ２ １ 

           Shift key( に key) 

           次の連番号呼び出し 

          番号の呼び出し時（登録時） 

            ON/OFF 

           機能のキー（登録時） 

         ～機能のキー（登録時） 

          Clear key           

NEXT 

CALL 

* 

F1 

テンキーで押した番号が表示されます。 １つ前の番号。  2 つ前の番号 

 

３つ前の番号   4 つ前の番号 

C 

記号ボタンは表の機能となります 

 
 

 

 



●呼び出し操作方法 

   受信機を呼び出す場合は受信機の番号をテンキーで選び 

（10 番を呼び出す場合は１と０） 

〔 CALL 〕ボタンを押すと受信機に呼び出しを行います。 

 

※ 受信機作動は充電器に載せると停止します。 

 

●〔 NEXT 〕キー 

連番で呼出しする場合は、〔 NEXT 〕で次の番号を順に呼出しできます。 

 

● 〔 C 〕クリアーキー 

押し間違えた時にディスプレイ上の番号を消します。   

 

●受信機作動の変更方法 

CALL GEAR は操作機から受信機ごとに個別の作動設定が行えます。 

 

① 設定したい受信機を充電器に載せてください。 

※操作機は充電機の隣に置いて操作をして下さい。離れていると反応しない場合があります。 

② 操作機にて「F1 長押し」+「1」+「＊」+「CALL」をクリックすると下記の登録モードを表示

します。 

 

 

 

 

          受信機     振動     メロディ   ランプ    I     P 

 

 画面左から IDNO に登録する受信機の番号をテンキーで入力、（例えば ５を入力した場合） 

（××××）が（×××５） と表示されます。 

      

       受信機番号を変更したい時は、この操作で番号を変更できます。 

        但し、毎回上記の画面設定になり、これ以外に設定済みの場合は、毎回各種設定変更入力をして下さい。 

 

  次に     クリックすると画面下の（ ＿ ）アンダーバーが右の V下部に移行しますの

で、（P4）振動設定種類表を参照して V0～V6 を選び、入力して下さい。 

 

       振動の変更がない場合は続けて    クリックし、アンダーバーを Mに移行させてから（P4） 

メロディの種類表を参照して M0～M6 を選び、入力してください。 

 

メロディ変更をしない場合は続けて    クリックしてアンダーバーを Lに移行させてから（P4） 

LED ランプの種類表を参照して L1～L6 を選び、入力してください。 

 

  IDNO・V・M・L それぞれの入力が完了したら〔CALL〕を押します。 

更に〔CALL〕 を押す事で通常モードに戻ります。 

※ 入力途中でも〔CALL〕を押すと通常モードに戻ります。その場合、V・M・L は都度、出

荷時値が表示されますので、V・M・Lの数値を確認して下さい。 

※ 間違えて入力した場合は、   で移行し戻すか、又は再度通常モードから設定して 

ください。 

（３） 

IDNO    V     M      L     I      P  

xxxx     1      0      1     1     1   

 



●受信機の各種設定表  

１） 振動の設定種類 （出荷時：V=4） 

    V=0： 振動なし  

    V=1： 4 秒間隔を 3 回行い、20 秒休憩し、5分間継続  

    V=2： 5 秒間動作、充電器に載せるまでランプ 点滅 

    V=3： 8 秒間動作    〃  

    V=4： 15 秒間動作    〃  

    V=5： 30 秒間動作    〃  

    V=6： 60 秒間動作    〃  

 

 

２）メロディの種類 （出荷時：M=0）  

    M=0： 動作なし 

    M=1： 20 秒動作、20 秒休憩：5回繰り返し（メロディ） 

    M=2： 5 秒 １回 （単音） 

    M=3： 8 秒間 （メロディ） 

    M=4： 15 秒間（メロディ） 

    M=5： 30 秒間（メロディ） 

    M=6： 60 秒間（メロディ） 

 

 

３）LED ランプの 設定（出荷時：L=7）  

    L=1： 充電中 LED 点灯、外れている時 LED 消灯 

    L=2： 充電器搭載に関わらず常時点灯 

    L=3： LED が 8 秒後消灯   

    L=4： LED が 15 秒後消灯  

    L=5： LED が 30 秒後消灯  

    L=6： LED が 60 秒後消灯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 



●このような症状の時は・・・      

 

充電器に置いても LED が点灯しない 

 

① 充電器のコンセントは接続されていますか。 

※赤いランプが付いているか確認します。 

② 受信機金属端子の接触を見てください。 

  傾きは載せ方を見てください。 

汚れ、油により接触不良が原因の時は下から上に電

気が流れませんので、端子部を中性洗剤で拭いてく

ださい。 

受信機に『Lo』と表示される 充電不足サインになります。直ちにご使用を中止し、 

９時間以上充電して下さい。 

呼び出しても作動しない事がある ① 電波の届く距離から離脱していませんか。 

１度だけの場合は再送信して下さい。 

頻繁な時は中継機などで対策が必要です。 

② 充電は十分出来ていますか？ 

毎日９時間以上充電するようにして下さい。 

③ 落下などで受信機が破損しているときは受信機診 

断〔F4〕+〔2〕+〔CALL〕でランプとメロディ、 

モーターの動きが出来るかを確認します。 

④ 操作機が破損していたり、水気がかかったりして 

いませんか。  

作動しない受信機が 1 個なら受信機、全てなら送信

機か？直前の充電機の判断が必要です。 

操作をしていない時に作動する事がある ① 一時的な混信が考えられます。 

頻繁に混信する時はお問い合わせ下さい。 

バッテリー持続時間が短くなった バッテリーには寿命があります。著しく短くなった場合や

充電ができない場合はバッテリー交換が必要になります。 

蓄電量 60%以上を保ち繰り返してお使い下さい。 

 

注意 
受信機を使用していない状態でも、常に充電機に乗せて充電して下さい。 

充電不足でのご使用は、受信機のバッテリーアップによる故障の原因になります。 

次の症状はバッテリーアップが原因になります。十分充電をしてご使用下さい。 

 

LED も表示も無灯で反応しない・充電中は LED が点灯し外すと無灯・ 

充電機から外しても点灯しっぱなし・Lo と表示される 

 

 

操作・取扱のお問い合わせや、故障か判断に迷われたときは 

お問い合わせ先：0120-785-783（平日 9～17 時） 

 

（５） 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ◆ 品質保証書 ◆ 

 

本品は下記記載の内容に基づき、お買い上げの日から１年間通常の使用状態で発生した 

故障を無償で修理する事をお約束する物です。無償修理をご依頼になる時は、お買い 

上げ販売店に商品と本書をご持参ご提示頂きお申し付け下さい。 

 

品 名 コールギア 

保証期間 お買い上げの日から１年間 

お買い上げ日 20☓☓年☓月☓☓日 

お客様 お名前  

ご住所  

お電話  

販売店名 

 

 

無償修理規定 

 

１、 取扱説明書に従った、正常な状態で保障期間内に故障した場合に無償修理を 

お約束します。 

２、 保障修理に送料は含まれません。お客様ご負担にて弊社までお送りください。 

３、保証期間でも下記の場合は有償修理となります。 

  イ・本書と購入日の記載されたもののご提示が無い場合。 

  ロ・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、または字句 

    が書き換えられた場合。 

  ハ・バッテリーの消耗、製品の亀裂・損傷。 

  ニ・火災･地震･落雷･水害･その他の天変地変、異常電圧、周辺電波障害による 

誤作動、無反応の場合。 

  ホ・害虫・油・液体が原因による電気回路の故障・誤発信作動。 

  ヘ・落下など、外部からの衝撃による故障・損傷。 

   

★ 本書は再発行をいたしておりません。 

★ 本書には修理時に必要なＩＤデータが含まれていますので、大切に保管して下さい。 

株式会社 キャプテンジャパン 

愛知県豊橋市下地町神田４２－２ 

電話 ０１２０－７８５-７８３ 

 

ユーザーコード 

タイプ：コールギア（D900N） シリアル NO：☓☓☓ 

Gr ID：☓   呼出し方式 ：☓  受信機数：☓       

 


