
オプションについて　　日付: 2014/08/25

機種ごとに異なるオプション料金

Noble3C,4C,5C,3S,4S,5Sにはオプションは料金が発生します。

Noble8C, Kaiser 10はラッシュオーダーと木材インレイオプションのみ料金
が発生致します。

Noble3S,4S,5Sについてはシェル素材がシリコンの為、フェイスプレートオ
プションのみとなります。

オプションの種類概要

シェルカラーについて

Noble3C,4C,5C,3S,4S,5S,8C, Kaiser 10についてはシェルカラーは別紙カ
ラーチャートの27種類よりお選び下さい。また一つ一つの色を調合して製
造している為、オーダー表の色は基礎となりますがCIEMを総合的にデザイ
ニングをする関係で完全に同じになるとは限りません。左右でシェルカラー
を分けることは出来ません。

Mystic Swirlについて

Mystic Swirlは紫かピンクを基調とした神秘的な渦模様をCIEM全体にあしら
うデザインです。また、Mystic Swirlをお選び戴いた場合、シェル及びフェイ
スプレートのデザインがMystic Swirlの色は固定となります。併用できるオプ
ションはアートワーク、Nobleロゴの有無選択、ラッシュオーダー、
Switch:R Configuration（3C,4C,5C）のみとなります。
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シェルオプションについて

シェルオプションカナル部分について

シェルオプションカナル部分のオプションについては「無し」「左右のカ
ラーを同一にする」「左右の異なったカナルカラーにする」からお選び戴け
ます。

またカラーの種類は別紙カラーチャートの27種類と同様になります。

カナル部分に24K金箔混入オプションはカナル先端部分に金箔を入れること
が出来るオプションです。カナル部分に銀箔混入オプションはカナル先端部
分に銀箔を入れることが出来るオプションです。金箔オプションと銀箔オプ
ションの併用は不可です。

グリッターについて

化粧品グレードのグリッター(ラメ)をシェルに塗布することで新たな表情の
シェルを作ることが出来ます。種類は下記の10種類からお選び戴けます。
(Gold,Silver,Red,White,Green,Black,Purple,Brown,Rose Red,Pure,Copper)

また、シェル部分にグリッターを塗布すると、Acrylicカラーの透明度はなく
なります 。

蓄光オプションについて

シェル側に蓄光塗料を混ぜるオプションです。蓄光のカラーはシェルに依存
します。お薦めは緑か青のシェルカラーです。確りと光らせたい場合は他オ
プションとの併用を避けて下さい。

金箔・銀箔オプションについて

シェル内部に金箔または銀箔を入れるオプションです。確りと金箔を際立た
せるのであればグリッターと蓄光オプションとの併用は避けて下さい。金箔
と銀箔の併用は出来ません。
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シェルオプションの併用について

シェルオプションの併用について

シェルオプションの併用については推奨は出来かねます。

グリッター、蓄光オプション、金箔オプションと併用することは可能です。
しかし、相互に干渉するため、見た目が悪くなります。蓄光は光らず、金箔
は少ししか見えず、グリッターも主張をしない出来となるためご注意下さ
い。

金箔オプションをお選びの際には銀箔オプションは併用できません

また 銀箔オプションをお選びの際には金箔オプションは併用できません。
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フェイスプレートについて

フェイスプレートについて

フェイスプレートはAcrylicカラー、カーボンファイバー、ExoticWood、ブ
ラッシュドアルミニウム、Woven Grass、インレイ木材Signatureから一種類
をお選び戴けます。

Acrylicカラー（フェイスプレート）について

フェイスプレートAcrylicカラーをご選択の際は、別紙カラーチャート27種類
よりお選び戴けます。

カーボンファイバーについて

カーボンファイバーは下記の１３種類からお選び戴けます。別紙参照。

(Classic,Black&Silver,Black&Red,Black&Gold,Black&Green,Black&blue,Silver,

Red,Pink,Gold,Yellow,Blue,Teal)

Exotic Woodについて

ExoticWoodは下記の6種類の木材からお選び戴けます。別紙参照。

(Amboyna,Bamboo.Buckeye,Cocobolo,Purple Heart,Siamese Rosewood)

Brushed Aluminumについて

Brushed Aluminumはアルミニウムの金属をブラッシュさせたニュアンスの
フェイスプレートです。

Woven Grassについて

Woven Grassは編み目の草を編み込んだフェイスプレートです。
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インレイ木材オプションについて

寄木細工のようなデザインをフェイスプレートに行います。

またこれにのみpersonalデザインを選択していてもWizardのシグネチャーが
刻印されます。

Noble3C,4C,5C,3S,4S,5S,8C, Kaiser 10,3S,4S,5S全てに料金が発生するオプ
ションです。

木材のパターンは参考画像のデザインになります。

また、木材や色の指定は出来ません。

シェルオプションはご選択可能です。

Logoオプションの併用は可能です。

実は裏技でWIZARD Reprintデザインで指定可能で、お安く作れますがシェル
のご選択は不可能となります。
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フェイスプレートオプションについて

カスタムアートワークについて

カスタムアートワークはフェイスプレートにあなたのデザインを入れること
が出来ます。高解像度（200dpi以上推奨）のアートワーク画像ファイルを販
売店様にメールにて送付下さい。

また、著作権等に違反している画像は承ることが出来ません。

シルクスクリーン印刷及び画像のプリントは受け付けておりません。

レーザー刻印のみです。

（フェイスプレートでのアートワークの範囲は応相談。備考欄に記載くださ
い。）

Nobleロゴの有無について

フェイスプレートに刻印されるNOBLEロゴの有無をお選び戴けます。

「無し」「Standard Logo」「Wood Logo」「蓄光Logo」からお選び戴け
ます。

6



その他フェイスプレートオプションについて

蓄光オプション

CIEMのフェイスプレートに蓄光塗料を塗布します。青と緑のフェイスプ
レートカラーの時のみお薦めです。カラーはフェイスプレートに依存しま
す。他のフェイスプレートオプションとは推奨致しません。 蓄光Logoとの
併用はできません。カーボンファイバー、Exotic Wood、ブラッシュドアル
ミニウムとの併用はできません。

金箔・銀箔オプションについて

フェイスプレートに金箔・銀箔を混入します。

他のフェイスプレートオプションとは推奨致しません。

アクリルカラー選択時のみ適用できるオプションです。

Wire Filament Optionについて

フェイスプレートに金属製のワイヤーを混入します。

他のフェイスプレートオプションとの併用は推奨致しませんアクリルカラー
選択時のみ適用できるオプションです。
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フェイスプレートオプションの併用について

・フェイスプレートのオプションの併用については可能ですが推奨致しかね
ます。蓄光オプションや金箔オプションWireFilament等を併用すると、相互
に干渉し合い見栄えが悪くなる恐れがあります。

・WoodLogoと蓄光オプションの併用は不可です。

・金箔オプションをお選びの際には銀箔オプションは併用できません。ま
た 銀箔オプションをお選びの際には金箔オプションは併用できません。
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ビルドオプションについて

ラッシュオーダーについて

ラッシュオーダーはラボがインプレッションを受け取りから営業日６～８日
で製造するオプションです。但し受け取り課程などを計算すると、お申し込
みからは大凡見積もって１ヶ月程かかります。またラボの状況により、多少
の遅れが出る場合もございますのでご了承下さい。

R Configuration Switchについて

ドライバーを増設することによりスイッチ式の音調の変化を楽しむことが出
来ます。対象機種は3C,4C,5Cのみとなります。

R Configuration Switchは、スイッチで駆動するドライバが異なり、それぞれ
完全に別々のIEMになるスイッチです。

この構成は、シングルバランスドアーマチュアモードではとてもフラットな
バランスのサウンドと成ります。例としてR Configuration Switchが4Cに加え
られた際には、結果としては1つのIEMに、５つドライバがIEMに内包されま
す。しかし同時に発音されるのはスイッチングで1ドライバもしくは４ドラ
イバとなります。
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Wizard Designについて

Wizard Designについて

Wizard DesignはWizardにCIEMのデザインを自由に任せるオプションです。

全てのWizard designは、唯一無二のデザインです。

シェルまたはフェイスプレートへのシグネイチャーの刻印をお選び戴きま
す。

デザインの指定は原則としてお任せとなりますが、大まかなニュアンスでデ
ザインコンセプトのご要望をオーダーシートの備考欄にご記載ください。

細かすぎるご要望にはお応えることは出来かねます。

またWIZARDデザインの著作権は全てNOBLEが保有し、WIZARD Reprint 

designやWEBサイト掲載などに使われる可能性があります。

Wizard Reprint Designについて

お気に入りのWIZARDデザインを、あなたの手元へと復刻させます。お選び
の際にはReprint Designに使用する画像をWAGNUSへ別途送付下さい。
Noble AudioのFacebookやInstagramの画像よりご選択および画像データをお
送りください。尚、画像データは画像のURL添付でも可能とします。

既存のWIZARDデザイン一部分だけ変更する等のご要望にはお応えできませ
ん。（その場合はWIZARDデザインとしてお申し込みください。）
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ケーブルオプションについて

ケーブルオプションについて

WAGNUS.限定のケーブルオプションはLUNAとProton(Violet)の２種類より
お選び戴けます。

プラグタイプは3.5mm/3.5mm Balance/2.5m Balnce/6.3mm/RSA(IRIS)より
お選び戴けます。

また被膜はClear/Blackコートの２種類からお選び戴けます。

(Blackコートをお選びの際は黒被膜でケーブルカラーを隠します。)

ケーブルオプションを追加された際にも通常の付属ケーブルは付属致しま
す。

またWAGNUS.社製リケーブルについてはカスタムイヤホンと同時発送とな
りま す。

送料着払いにてお客様の手元に配送されます。
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FAQ.

カスタム・インナーイヤー・イヤホンの製作期間はどれくらいですか

カスタム インナーイヤー イヤホンを製作するのに要する通常の期間は、ラ
ボが耳型を受け取り、支払いが完了した日から、6週間から8週間営業日と
なります。お急ぎの注文の際には、製作に必要な日数を、ラボが耳型を受け
取った日から、６日から８日営業日に短縮することができます。

CIEMのフィッティングについて教えてください

最終的な製品の着け心地が悪く、製品を受け取ってから25日以内にお申し
出いただければ、無料で再調整いたします。但し、送料等の配送に掛かる諸
費用は、お客様負担となります。

製品のサービスが必要ですが、どこに送付すればよいですか

すべてのユニバーサル インナーイヤー イヤホンとカスタム インナーイヤー 

イヤホンは、お買いあげ戴いた販売店様に送付してください。送付について
は送料はお客様ご負担でお願い致します。
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FAQ.

注文の内容を変更することができますか？その場合、どのようにすればよ
いですか

カスタム インナーイヤー イヤホンの製作には手間がかかり、スケジュール
が詰まっているため、 ご注文を承ってからの変更には、25000円の手数料
(税別)がかかります。変更手数料の費用をご考慮していただき、質問、コメ
ント等がありましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

インプレッションは一定期間保存されますか？

 Nobleラボでは、一年間程度インプレッションで採取した型を保管しておき
ます。お客様が新たにCIEMをオーダーしたい時に、Nobleがまだお客様の型
を保管しているかはお問い合わせください。おおよそ1年程度で耳の形がわ
ずかに変わります。新規にオーダーされる際には顧客が新しいインプレッ
ションを採取することを推奨しています。

注文の内容通り作成は可能ですか？

はい、オーダー通りに作成致します。ラボ側がトータルデザインを重視して

オーダー内容に手を加えることはありません。

しかし、WIZARD design やWizard reprint Optionについては多くの要求や細
かい要望にはお応えできません。
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FAQ.

WAGNUSケーブルオプションについて

※それぞれの卸価格は23000円(税別)とさせていただきます。また当オプショ
ンケーブルは特価などの設定はされませんことをご了承ください。
送料着払いにてお客様の手元に配送されます。

インプレッションはどのタイミングでWAGNUSに発送すれば良いですか？
オーダー後に戴いたインプレッションは週一単位で弊社WAGNUSへと発送
下さい。また、ラッシュオーダーにつきましてはなるべく早くご発送下さ
い。下記送り先になります。

郵便番号 336-0031

TEL :090-9307-0108 

埼玉県さいたま市南区鹿手袋2-1-21

WAGNUS.　Noble CIEM部門

またご発送の際は土日祝祭日を避け、通常営業日である平日着にてお送り下
さい。
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FAQ.

保証について

ノーブルは、ご購入の日から１年間、カスタム インナーイヤー  モニター製
品の素材および、または製造に起因する故障を、無料で保証します。この保
証は、最初に購入された方以外には適用されず、製品が、弊社から直接また
は弊社が認めた第３者から購入された場合に限ります。製品に欠陥があった
場合、ノーブル が修理するかまたは、欠陥部品の交換をします。この限定
保証は、紛失、盗難または製品の乱用、誤用、不正使用、またはノーブル以
外の第三者による改造による故障などのノーブルの範疇を超えた使用に起因
する故障には適用されません。 

返金処理について

何らかの事情によりやむを得ずオーダーがキャンセルになった際には

販売店様より返金処理をお願い致します。

その他ご不明な点について

WAGNUS.CIEM部門にまでお気軽にご質問下さい。
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免責事項.　（ 以下NOBLE AUDIO お客様用ご注意事項と）

ご注意事項

＜イヤホンがお手元に届くまで＞

ご注文の流れ

NOBLE AUDIO カスタムIEMをご注文を戴いた際の流れをご案内致します。

<1.ご確認>

必ず最初に、ご注文戴く前の注意事項をお読み下さい。

※ご注文をいただいた方は注意事項にご同意いただいたものとさせていただ
きます。

<2.お申し込み>

御希望の商品やオプション等をお選び戴きます。

弊社オンラインショップまたは契約店舗にてご注文を承ります。

<3.お申し込み受付>

お申し込み内容をWAGNUS.(以降、弊社といいます)にて確認致します。その
後、ご注文内容等詳細をメールにてご連絡致します。

<4.耳型採取、インプレッションのお持ち込み>

カスタムIEMに必要な耳型を採取し、弊社もしくは契約店舗に送って戴きま
す。

耳型採取の流れまたは耳型お持ち込みの流れにつきましては別項目をご確認
下さい。
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<5.オーダー内容確定>

オーダーフォームにて、各種仕様の詳細を決めていきます。

御希望の仕様が決定致しましたら正式なご注文となります。

<6.代金のお支払い>

お支払いは各店舗様のお支払い方法にてお願いします。お客様は代金は全額
前払いとなります。

<7. 制作>

御提供戴いたインプレッションを使用し、御希望のCIEMの制作に着手致し
ます。制作開始はラボにインプレッションが到着次第順次となります。

また、制作行程が大部分を手作業のため、具体的な納品日をお知らせする
ことが出来ません。

上記、予めご了承下さいませ。

 ※ラッシュオーダーオプションを追加すれば幾分かはお早めにお作りするこ
とが可能です。

<8.商品発送>

カスタムIEMが完成致しましたら、完成商品写真がラボより送られてまいり
ます。

その後、お客様のお届け先へ商品を弊社より配送いたします。

同時にメールにて発送のご連絡を差し上げます。
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<9.お引き渡し>

お手元に商品が到着しましたら、ご注文の仕様通りのものであるかを必ず
ご確認ください。

 但し商品は基本的にはワンオフ品となりますので、必ずしも完璧な理想の
色やデザインがされていない場合もあるかもしれませんが、一品ものとして
お受けいただけますと幸いです。

返品や保証については別項目をご確認ください。
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諸々の詳細事項

<インプレッション(耳型)について>

オーダーの際にお客様のインプレッションを販売店様にお預け下さい。

もしくは週単位で弊社住所へお送りください。

基本的に、お客様の製造順はラボへインプレッションが正常に到着してから
となりますことを

予めご了承ください。(お支払い順ではなく、インプレッション到着順とな
ります)

インプレッションを弊社へお送りいただく場合、送付時の送料はご負担で
お願いいたします。

お送り戴いたインプレッションは制作の行程上、お返しすることが出来ませ
ん。

またお客様の耳の形状(耳型の形状)により、まれに商品の製作をお断りする
場合ございます。

その場合、ご注文はキャンセルとなります。キャンセル時、お持ち込みいた
だいた耳型は返却いたします。

その際の耳型の返却送料はお客様ご負担でお願いします。キャンセルの際の
返金に関します返金手数料はお客様負担となります。尚キャンセルの際の返
金は
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＜WIZARDデザインの権利について＞

またオーダーされたデザインの権利はNobleに帰属いたします。また、オー
ダーされたCIEMデザインや画像をWIZARD リプリントオプション、弊社製
品の宣伝や広報等に写真や画像を使うことがございます。ご了承下さい。

 
＜インプレッションの保管期間について＞

戴きましたインプレッションについてはラボで一年間程度保管されます。

また、それ以降はインプレッションの再度採り直しをお願い致します。

（２～３ヶ月程度で劣化や、耳の形も変化する為、最新のインプレッション
を推奨致します。）

<インプレッションの採取不備について>

インプレッションの採取不備につきましては再度インプレッションを再送し
て戴きます。
その場合、製造順は再度ラボへインプレッションが到着順となってしまいま
す。
また、インプレッションの採取不備に関します手数料及び諸費用は全てお
客様ご負担となりますのでご了承下さい。インプレションのご要望の装着
感、またはカナル部分の長さにつきましては採取戴いたインプレッションの
状態によります。インプレッション状態によってはご要望に添えない場合が
ございます。ご了承下さい。

(採取戴いたインプレッションのカナル以上の長さなどのご要望はお受け出
来ません)
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<インプレッション送付先>

ご購入先の販売店にお送りください。

<ラッシュオーダーについて>

ラッシュオーダーオプションはNOBLE AUDIOラボのインプレッションの受
領から優先的に

お作りするオプションとなります。

オーダーを戴いてからの期間ではございませんのでご注意下さい。

また、ラボの混み具合や、年末年始の際にはラッシュオーダーオプションで
も優先的な作成はこの限りではありません。(事情により若干の遅れは万が
一発生致します)ラッシュオーダーオプションで発生した遅延等に関しまし
ては、弊社は賠償責任を負うことはありません。

配送料及び関税、保険料等の費用につきましては保証致しません。

＜サウンドボアについて＞

お客様の耳のサイズによりサウンドボア（CIEMの音導孔部分）の個数が通
常とは異なる仕様になる場合がございます。予めご了承下さい。

<送料について>

•完成商品お届け時の送料は無料です。

<配送業者について>

配送業者はヤマト運輸で配送します。
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<本国の配送について>

本国より配送される分はヤマト運輸にて配送します。

また、オプションケーブルや追加アクセサリー等の配送については送料(680

円~地域によって変わります)が発生します。

(配送品は着払いにて配送します)

<返品について>

•オーダーメイドという商品の性質上、お客様都合の返品・交換は受け付け
ておりません。ご了承願います。

<無償フィッティングについて>

 無償フィッティング調整:納入後25日迄

※多量の耳垢の付着による動作不良、CIEM内部に水分の侵入がある動作不
良は保証の対象外となります。
※ケーブルの断線は初期不良を除き保証の対象外となります。
※リフィット調整はしばらく装着いただいた後、継続的に痛む部分が有る、
緩くて低音が出ない

などの症状が有る場合に、納品後25日以内ならリフィット調整料は無償に
てお受け頂くことが可能です。

但し、インプレッションを取り直していただくことになった場合のインプ
レッション代金や配送に掛かる費用はお客様ご負担となります。またリ
フィットのご依頼は3回までのお引き受けとなります。

リフィットの際につきましてもインプレッションのご要望の装着感や、カナ
ル部分の長さは採取戴いたインプレッションの状態によります。

インプレッション状態によってはご要望に添えない場合がございます。ご了
承下さい。 

(採取戴いたインプレッションのカナル以上の長さなどのご要望はお受け出
来ません)
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<保証期間及び保証対象について>

カスタムインイヤーモニター製品の保証につきましてはNOBLE AUDIO納入
後1年間有効です。

材料およびまたは製造上の欠陥がないことが条件となります。

また、NOBLE AUDIO製品が正規の販売代理店から購入された場合にのみ有
効となります。

個人輸入、並行輸入等でお買い求めいただいた品に関しては保証等は弊社で
は一切行いません。

製品が初期不良品と判断された場合には、欠陥部品を修理または交換の対
応を取らせて戴きます。

この保証に関しましては紛失、盗難、乱用、誤用、悪用、または改造による
被害においては対応できません。また、弊社の理解を超える損害に起因する
欠陥に関しましては保証していません。

カスタムインイヤーモニターのリフィットの保証期間は納品日から25日で
す。

また
・保証報告書が必要なこと
・耳垢により穴が完全に塞がっていない
・ユニットが完全に乾燥していない
・オーダーをされた当人以外が詐称をしていない上記をの条件を満たしてい
ることが保証対象となります。

※また保証範囲は本体である、インナーイヤーモニターのみとなっておりま
す。

（付属品及び付属ケーブルは初期不良のみ対応となります。）

   また保証の被害についての最終的な判断はNOBLE AUDIO本社に判断して
いただきます。
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またケーブルオプションを追加された際に付属致します弊社製品のケーブル
は保証期間は30日間となっております。

<修理返送先>

サポートについてCIEM製品の返送購入された製品を配送中に壊れないよう
に包装戴き、配送料元払いにて、追跡可能な配送業者経由でCIEM製品をお
送り下さい。返送先はご購入先の販売店様にお送り下さい。
※また、初期不良以外で、弊社及びNOBLE AUDIOへ製品を送る際には全て
の費用(関税/配送/取扱/保険/料等)は全てお客様ご負担となります。

<配送事故時の保証ついて>

インプレッション配送中の紛失、返送等の配送事故が起きましても弊社はイ
ンプレッション、

及び配送に掛かった諸費用につきましては保証致しません。

※また、初期不良以外で、弊社及びNOBLE AUDIOへ製品を送る際には全て
の費用（関税/配送/取扱/保険/料等）は全てお客様ご負担となります。

＜正規品の保証について＞

保証につきましてはNOBLE AUDIO製品の正規取扱店が販売しております正
規品のみとさせて頂いております。そのため並行輸入品等の非正規品で不具
合があった場合には、正規の保証・修理対応をお受けできません。いかな
る理由であろうと調整・修理・交換等のアフターサービスが、お受け出来
ませんのでご注意ください。 なお、非正規品の購入のトラブルやお問い合
わせにつきましても、弊社では一切対応いたしかねます。輸入代行業者様
他、国外への販売・転売を目的としたNOBLE AUDIO製品の受注は承ってお
りません。
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＜免責事項について＞

弊社は、この製品を適切な使用以外での誤使用、特別な偶発的、または必
然的な損害について責任を負いません。またインプレッション配送時、完成
商品配送時の想定外の事故や紛失、盗難などにおいても責任および賠償は行
いません。（できる限りの追跡等のサポートは致します）

また配送中の事故時の諸費用等も賠償いたしません。

NOBLE AUDIO本社が行っている所有権譲渡サービス（OTS）はNOBLE 

AUDIO JAPANでは当サービスを行いません。

＜購入された製品に関するお問い合わせ＞

購入されたNOBLE AUDIO製品に関するお問い合わせや修理のご依頼等は、
その製品を購入された販売店様へお願い致します。全てのNOBLE AUDIO製
品のサポートは各販売店様を通しての対応となりますので予めご了承下さ
い。

＜作成前の注意事項＞

カスタムIEMはお客様個人の耳型を採取し作成する都合上、

お客様ご自身の耳の健康状態や耳の形状を予めご確認戴く必要がございま
す。また、下記のような症状をお持ちの方は基本的にはご注文いただくこと
ができません。

予めご了承下さい。
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•耳の手術やスポーツ等により耳に変形や傷を有している場合

•中耳炎などで耳漏がある場合

•進行性の聴力の低下がある場合

•左右どちらかの耳に聴力の低下がある場合

•急性及び慢性的なめまいがある場合

•外耳道に湿疹、痒み、痛みまたは不快感が存在する場合

•現在、耳の聞こえ方に異常がある場合

•耳垢が多い場合

•出血が見られる場合

•耳穴が極端に小さく、イヤホンの収納が不可能な場合

•生まれつき外耳道入り口が極端に細い場合

上記に該当しない場合でも、

製造段階で構成部品の組込みや耳穴の形状やサイズにより、製造ができない
場合がございます。

また、何かしらのご事情でインプレッションが採取できない場合は製品の
製造が出来ません。

安全面を最優先の為、ご了承ください。
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＜安全な試聴のために＞

・過度に大音量でお使いのCIEM及びIEMを使用しないでください。

・お客様ご自身のCIEM及びIEMを差し込む前に、お使いの再生機器等がそ
の最も低い音量設定で駆動していることを確認してお使いください。

・過度な熱にCIEM及びIEMをさらさないでください。

（内部パーツのバランス·アーマチュアドライバは熱に弱い部品です）

・多湿、水気の多い場所にカスタムIEMを保管したり、水や他の液体中にカ
スタムIEMを浸すと故障の原因となりますのでお止め下さい。

・CIEM及びIEMを御使用の際に耳に違和感が伴う場合は、すぐにCIEM及び
IEMの使用を中止して下さい。

・オーダーされた本人様以外の他者がCIEMを使用は行わないでください。

・使用しないときは、涼しく乾燥した、安全な場所でCIEM及びCEM格納し
て下さい。

（ドライボックスでの格納を推奨致します。）

＜清掃ガイド＞

あなたのCIEM及びIEMのケースを清掃する場合、拭いて無水エタノール等で
表面を拭いてください。

CIEM及びEMの音穴をきれいにするには、耳垢やホコリを除去するためのク
リーニングツールを使用して下さい。
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