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このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

使い方ご使用前の準備

安全上のご注意
必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

その他のご注意

・近隣への配慮を充分におこなってください。
騒音についての感覚や集合住宅の防音レベルは個々に違っており、本製品
を使用すれば騒音問題がなくなることを保証するものではありません。
あくまで正しい使用法をすればマイナス20デシベル以上という防音効果を
実現するものです。
・必ず口当てクッションを取り付けて使用してください。
・マイクは付属していません。
マイクは別売りになりますので、お持ちのハンドヘルド（手持ち）型をご使用
いただくか、別途お買い求めください。おすすめのマイクなどについて、
Voiceaseオフィシャルサイトでご案内しています。

必ずお守りください

各部の名称

 注意
・本製品を人に向かって投げたり、振り回したりしないでください。
　口当てクッションや部品が抜け、近くの人に当たるなどして危険です。
・乳幼児の手の届かない所に保管してください。
・小さな部品は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
　お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
・お手入れは乳幼児のいない所で行なってください。
　温度・湿度などの環境に注意してください。
・本体は直射日光が当たったり、高温となる場所に置かないでください。
　色あせ、熱による変色、変形、故障の原因となります。
・お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用し
ないでください。
　表面の仕上げを損なったり、変形の原因となります。
・不安定な場所に置かないでください。
　落下や転倒により変形するおそれがあります。
・改造はしないでください。
　保証の対象外となるばかりでなく、修理ができなくなるおそれがあります。

 注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性また
は物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

VC-01

口当てクッションのスリットとキャップの突起を合わせて取り付けてください。
※きちんとハマるように取り付けてください。

口当てクッションをキャップに取り付けます。1

口当てクッションの取り付け

マイクを手で持ち、口当てクッションに顔をつけます。1

下記を参考に、利用シーンに合わせてご使用してください。2

市販のマイクを取り付けます。2

カラオケアプリ、アカペラアプリ、音楽制作アプリと共に

手順1で取り外した、キャップを取り付けます。3

付属品

口当てクッション

キャップ

マイクコードフック

グロメット（大）　1個
マイクの大きさによって交換
してください。

六角穴付きボルト（M4×8）2本
予備用

内径36mm

マイクは付属していませんので市販のハンドヘルド（手持ち）型を準備してください。

①マイクに背面吸音材を付けて本体内部に入れます。（マイクのコードは取り外す）
②本体内部のグロメットにマイクを挿し込みます。
③背面吸音材を本体に合わせます。
④マイクのコードを接続し、マイクコードフックにコードを通します。
※マイクの大きさに合わせてグロメットを交換してください。
※コードが外れないタイプのマイクについては、コードの先端からグロメットに
通してください。
※マイク挿入時、グロメットが動くことがありますが、性能には問題ありません。 

マイクを持っている手で軽く顔に押し付け、
口当てクッションが360 度隙間なく顔に
接しているようにしてください。キャップを取り外します。1

マイクの取り付け

キャップ

キャップ

六角レンチ

本体

グロメット（小）

市販のマイク

背面吸音材

グロメット（小）

マイクコード

口当てクッション

プロ志向（自宅音楽制作、歌ウマ）、カラオケアプリユーザー、バンドシン
ガー、オンライン会議まで、幅広くご使用になれます。

スマホに繋げるマイクをお持ちであれば、カラオケアプリやアカペラアプリと
共に使用できます。
GarageBand（iOSアプリ）などと一緒に使うことで、ヘッドフォンから自分
の声をモニターすることができます（アプリによって「モニター」をOnにする
などの操作が必要です。）。
ビデオゲーム機のカラオケソフトとマイクを使用し、テレビのスピーカーやヘッ
ドフォンアウトから声を聞くこともできます。歌の生声がおさえられ、テレビ
から戻ってくる歌の音量のみで楽しめます。

音楽制作に

マイクスタンドに挿してご利用も可能です（しっかりしたスタンドを用い、手
を添えて本体を顔に押し付けてご使用ください。）。自宅で音楽制作をする
方は、本製品を使用することで防音室なしにも今までより自由に録音ができ
ます。
また、部屋である程度自由に音を出せる場合は、モニタースピーカーから音を出
しながらの録音をしても、スピーカーからの音がマイクに被りにくくなります。
※録音された音は音量が大きめで、低音がやや強調された音質になりますの
でイコライジングなさることをお勧めします。お勧めのイコライジングにつ
いて、Voiceaseオフィシャルサイトでご案内しています。

オンライン会議やポッドキャストに

夜のオンライン会議でご家族や隣戸が気になる方も、マイクスタンド（別売）
に挿すことでご使用いただくことができます。

バンド練習に

バンドなどで一発マルチ録音の際などにご使用いただくと、ボーカルの音の
分離ができます。

利用シーン / 利用方法

マイクコード
フック

※取り付け向きに注意してください。

突起



パーツリスト お手入れ方法

■ グロメットの交換方法

本製品を末永く安全にお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

製品仕様

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあり
　 ます。

品名 ヴォイシーズ

VC-01

全長 390mm、直径 135mm

565g

品番

外形寸法
重量

騒音削減レベル

付属品

生産国

約マイナス20dB～28dB

グロメット（大）x1、六角穴付きボルト（M4×8）x2

中国（本体）、日本（内部吸音材及び 組み立て）

保証書

製品 ヴォイシーズ（VC-01）

保証期間

お買い上げ日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

お客様

ご住所

電話番号

販売店名

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故
障した場合には、本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。
当社が無償にて修理いたします。

2. ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれな
い場合には、当社へご相談ください。

3. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
① 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷
② お買い上げ後の落下等による故障および損傷
③ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
④ 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷
⑤ 本書の提示が無い場合
⑥ 直射日光下や水濡れ状態、高温多湿によるカビ被害など、保管状態が適切でないた

⑦ 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を
書き替えられた場合

めの故障と思われる場合

⑧ 本体および本体同梱付属品の消耗・摩耗・損傷・紛失

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
6. 修理内容は修理伝票等で代替させていただくことがあります。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■販売元

Forwith
https://forwith.jp/
お問い合わせ : info@forwith.jp

　株式会社アリア
　〒176-0012　東京都練馬区豊玉北 3-18-8 エステート矢島7F

2022年10月 第1版

■製造元
　株式会社E.CUBE

保証書
保証書は、販売店・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店よりお受け取
りください。また、保証規定の内容をよくお確かめの上、大切に保管してください。

修理に出されるときは
保証期間中は、保証書に記載されている項目について、無償で修理いたします。ただし、
本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無視した上での故障や破損、無断で分
解・改造を加えた場合などは、有償となる場合があります。また、保証期間を過ぎ場合たも
有償での修理となります。

廃棄について
本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行ってください。

お問い合わせ
アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた
販売店までお問い合わせください。

アフターサービスについて

①

②

③

④

⑤

⑪

⑩
⑦

⑮

⑬

⑧

⑩

⑪

⑭

⑫

⑨

⑥⑯

本体お買い上げ日より１年間

お名前

品質表示
パーツ名 材質

口当てクッション

L型レンチ3mm

キャップ

内周吸音材、背面吸音材

グロメット（大 36mm）（小 32mm）

本体R、本体L、消音器R、消音器L

吸音材1、吸音材2

消音器取付リング、コードクリップ

六角穴付きボルトM4ｘ8

シリコン

鉄・ニッケルメッキ

ポリエチレン

エチレン・ポロピレン

エチレンプロピレンジ

ABS

ポリウレタンフォーム

ニトリルゴム

ステレンス

六角穴付きボルト5本を外し、本体Lと本体Rを取り外します。1

本体Lまたは本体Rの差し込み部からグロメットを取り外し交換します。2

取り外しの逆の手順で本体を組み付けてください。
※取り外し時に各部品が外れた場合、確実に元の位置に戻してください。    
元の位置に戻っていないと、本製品の効果を十分に発揮できません。

3

■ 本体のお手入れ
・汚れは乾いた布で拭き取ってください。
・汚れがひどいときは、水でぬらして固く絞った柔らかい布に中性洗剤を少し
つけて、やさしく拭いてください。

■ 口当てクッションの洗浄
・水またはぬるま湯でよく洗い、乾燥させてください。
・ファンデーションがついた場合、必要に応じてクレンジングオイルやアル
コール剤で拭いていただくこともできます。

■ 内周吸音材、背面吸音材、吸音材１、吸音材２の洗浄
・ぬるま湯でつけおき洗い、または薄めた中性洗剤でやさしく洗ってください。
・汚れが気になるときは、消毒用アルコール（エタノール60％以下）でやさ
しく洗ってください。
・洗浄をした後は、乾燥させてください。

■ 本製品の保管
・本体のお手入れと各部品の洗浄をした後、よく乾燥させてからから保管して
ください。

No. パーツ名

①
②

口当てクッション

L型レンチ3mm

キャップ

内周吸音材

背面吸音材

グロメット（小）

③
④
⑤
⑥

No. パーツ名

消音器取付リング

消音器L

⑪
⑫

本体R

本体L

吸音材1

吸音材2

⑦
⑧

⑨
⑩

消音器R

コードクリップ

六角穴付きボルトM4ｘ8

グロメット（大）

⑬
⑭
⑮
⑯

六角穴付きボルト

本体R

本体L

グロメット

差し込み部

⑨

組み立て方法の動画を下記URLまたはQRコードから
確認することができます。

http://forwith.jp/pages/voicease-manual


