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3. Product Information

Langogo Mini is a directional microphone equipped with a 
Lightning connector that can connect to smart devices to capture 
long-distance sound at anytime, anywhere.

3.1 Product features
a. Far-field sound acquisition 
Voices can be amplified to 55 dB by the automatic gain control 
(AGC) algorithm with background noise being significantly 
reduced.

b. Directional sound acquisition 
With pickup area concentered in front of the mic axis, a cardioid 
directional microphone can effectively bring out voices from 
background noises. In a speech, surround sound and 
interference sound effects caused by a mic can be effectively 
reduced.

c. Intelligent noise cancellation technology 
The algorithm can effectively filter out noises which makes our 
product more adaptable to reverberant environment. The human 
voice can be significantly enhanced. With a low noise chip 
(approx. -110 dB) inside, audio recordings captured by Langogo 
Mini sound purer and clearer.

3.2 Product usage
Plug and play. No charging required. Convenient for recording 
sound at a distance.

3.3 Notta App
Notta App is a voice-to-text transcription tool that supports 
real-time transcription in over 100 languages.
The Langogo Mini microphone works in conjunction with the 
Notta App for far-field, high-quality sound recording and 
transcription to increase productivity.

4. Caution

a. The microphone is a precision equipment. Do not drop it or  
    subject it to excessive impact. 
b. Keep away from all sources of heat and fire, such as heating  
    devices, heaters, ovens, flames, extended exposure to 
    sunlight, etc. 
c. Do not repair or disassemble the equipment yourself.
d. Avoid using or storing Langogo Mini for long periods of time 
    in high humidity or at temperatures above 60°C, as this may 
    cause malfunction.
e. Dispose of the product according to the regulations or rules 
    of the local authority on waste disposal.

5. Disclaimer

LANGOGO TECHNOLOGY CO., LTD. shall not bear any 
responsibilities related to the losses caused by your improper 
storage, use or maintenance.

iOS  Download Android  Download

2. Specifications

Product name: Langogo Mini

Package contents: Langogo Mini x 1, user manual x 1

Microphones: 2 professional directional microphones

Pickup range*: up to approx.  9 meters/130° 

Dimensions: 65.8 x 33.3 x 14.5 mm

Weight: 28 g

Material: aluminum & plastic

Output port: Lightning

Frequency range: 20 Hz to 20 kHz

Signal to noise ratio: 70 dB

6. Certifications
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How to install: scan the QR code above and install it on your 
smartphone. Alternatively, download the Notta App from the App 
Store or Google Play.

*The pickup range is for reference only.
*The pickup range may be narrower and the sound quality may be 
  worse depending on the actual environment.
*The noise outside the pickup range may be collected.

The latest user manual can be found and 
downloaded on the Langogo official website.

Follow us on social media:

@LangoGoAI        

@langogoJP

@LangogoAI

@langogo_ai
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7. Contact Us

LANGOGO TECHNOLOGY CO., LTD.
www.langogoai.com
support@langogo.ai
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3. 製品情報

3.1 はじめに
この度は、単一指向性集音マイク「Langogo Mini」(以下本製品)
をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説
明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注
意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み
終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

3.2 特長
① 離れた場所の音声収集
AGC（自動ゲイン制御）により人の声をはっきり拾うと同時に、
騒音を効果的に低減します。標準的な環境において、Langogo 
Miniは最大9メートル離れた場所の音声を拾うことができます。

② 指向性マイクによる収音
カーディオイド型指向性マイクを採用し、収音範囲をマイクの正
面に集中させることで、拾いたい音声と周囲の雑音を効果的に分
離。スピーチなどで、環境ノイズやマイクから跳ね返ってくる干
渉音をしっかり低減します。

③ 減衰アルゴリズム
騒音や雑音を効果的にカットし、雑音が多い場所でも人の声を高
音質で収音可能です。 約-110dBの背景雑音低減機能で、よりク
リアな音声を録音できます。 

3.3 接続方法
お使いのデバイスに接続すればすぐに使え、充電の必要はあり
ません。

3.4 Nottaアプリダウンロード
Nottaアプリは録音をテキスト化する効率化ツールで、100種類
以上の言語のテキスト化に対応しています。Langogo Miniマイ
クとNottaアプリを組み合わせることで、離れた場所の音声を高
音質で録音し、テキスト化することができ、作業効率が高まり
ます。

4. 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために必ずお守りください。
1. 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない
    でください。
2. 本製品を蒸気コイル、高温水コイルなどに隣接して、取り付
    けないでください。
3. 使用中製品が温かくなるのは正常です。
4. 暖房装置、加熱器、オーブンなどの熱源や火気を避けてくだ
    さい。
5. 湿度の高い場所、または60℃以上の環境で長時間使用した
    り、保管したりしないでください。雑音が混じる可能性があ 
    るほか、故障の原因になります。

5. 交換・返品について

本製品はご購入日から１年間の保証期間がございます。ただし、
下記項目に該当する場合は無償保証の対象外となります。予め
ご了承ください。
1. 使用上の誤りによる故障および損害。
2. 弊社以外による弁解や修理、改造による故障および損害。汚
    損による故障および損害。不適切な使用による消耗および磨
    耗した部品の交換。

3. ご購入後の輸送、移設、取り付け時の落下などによる故障お
    よび損害。火災や天災、テロ、公害、塩害、異常電圧などに
    よる故障および損害。

2. 商品仕様

型番：Langogo Mini

同梱物：Langogo Mini本体 x 1、取扱説明書 x 1
指向性:  単一指向性マイク2基
集音範囲※：最大約9 m / 約130°

本体サイズ: 約65.8 x 33.3 x 14.5 mm

本体重量:  約28 g

製品の材質：アルミニウム、プラスチック
コネクタ形状：Lightning コネクタ
周波数：20 Hz - 20 kHz

信号雑音比：70 dB

※集音範囲は目安です。
※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなる
   ことがあります。
※範囲外の音を集音しないということではありません 。

8. お問い合わせ

メーカー: LANGOGO TECHNOLOGY CO., LTD.
メールによるお問い合わせ: support@langogo.ai
公式サイト: www.langogoai.com

7. 認証

Langogoの公式アカウントをフォローして、
最新情報をゲットしよう！

Android版版

ダウンロード方法：上記QRコードをスキャンするか、Google Playまた
はApp Storeで『Notta』と検索してインストールしてください。

取扱説明書の最新版は、
当社ホームページに掲載しています。
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6. 廃棄について

マイクを廃棄する際は、お買い上げの販売店、または自
治体にお問い合わせください。


