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ご使用の補聴器および充電器の詳細

補聴器  
c  ロジャー フォーカス II

充電アクセサリー
c チャージャー BTE RIC (付属品:電源アダプタ、

USB ケーブル(< 3m))

 この取扱説明書で説明する補聴器には、取り
外しのできない内蔵型充電式リチウムイオン
電池が搭載されています。 

 充電式補聴器の取り扱いに関する安全に関す
る情報もお読みください(第19章)。



本補聴器および充電器は、聞こえのソリューショ
ンにおける世界的なトップ企業であるフォナック
(本社:スイス チューリッヒ)により開発されまし
た。

こうしたプレミアムクラスの製品は、何十年にも
渡る研究と専門知識によって生み出されたもので
あり、難聴を抱える方々がいつでも美しい音の世
界とつながっていられるように設計されていま
す。本製品をお選びいただきありがとうございま
した。これから長年に渡って音が聴こえる喜びを
感じていただけたら幸いです。

取扱説明書をよくお読みいただき、ご使用の補聴
器についてご理解いただき、最大限にご活用くだ
さい。使い方などのご不明な点は、お求めの販売
店までお問い合せください。

フォナック - life is on
www.phonak.com
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1. クイック ガイド

補聴器の左右認識マーク

補聴器の充電

青のマークは左耳
用の補聴器を表し
ます。

赤のマークは右耳
用の補聴器を表し
ます。

補聴器を充電器に入れると、
補聴器が完全に充電されるま
で、インジケーターライトに
よって電池の充電状態が示さ
れます。完全に充電される
と、インジケーターライトが
常時オン(緑色に点灯)になり
ます。

 本補聴器を初めて使用するときは、3時間充電
することをお薦めします。
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インジケーターライトを備えた多機能ボタン

ボタンにはいくつかの機能があ
ります。オン・オフスイッチ、
ボリュームコントロール、およ
びボリュームコントロールの
ロックとして使用できます。

オン/オフ
インジケーターライトが緑色に点
灯(オン)、または赤色に点灯(オフ)
するまで、ボタンの下部を3秒間
強く押し続けます。
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2. 補聴器および充電器の各部名称

以下の図に、この取扱説明書で説明する補聴器と
充電アクセサリーを示します。 

充電端子 

スリムチューブ 

ストッパー

耳栓 
（イヤチップ）:
耳せん(取り外し可能)

インジケーターライトを備えた多機能ボタン

ロジャー フォーカス II
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チャージャー

外部電源接続用の 
USB ポート

電源用のインジケーターライト

補聴器の充電用スロット 
(左右のインジケーター付き)

USB ケーブル(< 3 m) 電源アダプタ 
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3. 充電器の準備

a) 充電ケーブルの大きい方の端を電源に差し込み
ます。

b) 小さい方の端を充電器の USB ポートに差し込み
ます。

c) 電源をコンセントに差し込みます。
d)  充電器が電源に接続されると、インジケーター
ライトは緑になります。

電源を接続する

a b
d

c

電源アダプタの仕様

電源アダプタの出力電圧 5 VDC +/-10%、電流1 A

充電器用入力電圧 5 VDC +/-10%、電流1 A

USB ケーブルの仕様 5 V で1 A 以上、USB-A から  
USB-C への変換、長さ3 m
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4. 補聴器の充電

 電池残量の低下: 電池残量が低下すると、ビー
プ音が2回鳴ります。約60分で補聴器の充電が
必要となります。

 補聴器は充電前に乾燥している必要があり 
ます。第13章を参照してください。
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4.1 充電器の使用

充電器のセットアップ方法については、第3章を
参照してください。

1.
補聴器を充電用スロットに挿
入します。補聴器を充電器に
挿入すると、自動的に消音
モードになります。

2.
補聴器が完全に充電されるま
で、インジケーターライトに
よって電池の充電状態が示さ
れます。完全に充電すると、
インジケーターライトが緑色
に点灯します。 
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電池が完全に充電されると、充電プロセスは自
動的に停止するため、補聴器を充電器内に放置
しても安全です。補聴器の充電には最長3時間か
かります。充電中は充電器を閉じておくことが
できます。

充電時間インジケーター
ライト

充電の状態 おおよその充電時間

 0～10%

 11～80%
30分(30%)
60分(50%)
90分(80%)

 81～99%

100% 3時間
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3.
以下の手順で、補聴器を充電器
から取り外します。
1. 補聴器をゆっくり手前に引き

ます。
2. 補聴器を持ち上げて充電器か

ら取り外します。

2

1

 補聴器を充電器から取り外す際に、スリム
チューブを持たないでください。スリム
チューブが破損する場合があります。

充電器が電源に接続されているときに補聴器を充
電器から取り外すと、補聴器の電源が自動的にオ
ンになります。インジケーターライトが点滅し始
めます。緑色に3秒間点灯することで、補聴器の
使用準備が整ったことが示されます。 

補聴器の充電中に充電器のケーブルを抜いた場合
は、放電を防ぐために補聴器の電源をオフにして
ください。

 電源に接続されていない充電器に補聴器を挿
入して保管する場合は、前もって補聴器の電
源をオフにしてください。
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5. 補聴器の左右認識マーク

補聴器の裏には、赤または青の認識マークが付い
ています。このマークにより補聴器の左右を確認
できます。

青のマークは左耳
用の補聴器を表し
ます。

赤のマークは右耳
用の補聴器を表し
ます。
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6. 補聴器の取り付け

1.
耳の後ろに補聴器をかけます。

2.
耳栓(イヤチップ)を外耳道に挿
入します。

3.
ストッパーが耳栓(イヤチップ)
に付いている場合は、耳のくぼ
みに沿うようにはめて補聴器を
固定します。
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7. 補聴器の取り外し

スリムチューブの曲がった
部分を引っ張って、耳の後
ろから補聴器を取り外しま
す。
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8. インジケーターライトを備えた
多機能ボタン

オン・オフスイッチ、およびボリュー
ムコントロールとして使用できます。
音量を上げるには、ボタンの上部を短
く押します。音量を下げるには、ボタ
ンの下部を短く押します。 
ボタンをロックするには、ボタンの上
部を5秒間押し続けます。 
ボタンのロックを解除するには、ボタ
ンの上部を5秒間押し続けます。 

多機能ボタンにはいくつかの機能があります。

インジケーターライト 

乳幼児の親や保護者は、インジケーターライトに
より補聴器の状態を簡単に知ることができます。
インジケーターライトは多機能ボタンと一体化さ
れており、充電済み、かつ電源がオンの場合に
は、補聴器の状態を示します。 
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補聴器の状態** インジケーターライトの動作

c	多機能ボタンが 
ロックされた

2回の点滅

c	多機能ボタンのロックが
解除された

1回の点滅

c	電池残量が低い* 赤色の連続点滅

c	音量レベルの変更 
(リモコンまたは多機能 
ボタンによる操作)

音量変更ごとに 
一回点滅

c	中間の音量 緑色の点灯

c	ロジャー マイクロホンが
機器に接続された

1回の点滅

c	音量が最大または 
最小に到達した

2回の点滅

*   低電池残量の警告は、電池の充電が必要になる約60分前に
発せられます。

**   ビープ音による通知およびフォナック リモコンの使用に関
する情報については、補聴器購入時に含まれていたクイッ
ク ガイドを参照してください。
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9. オン/オフ

補聴器の電源をオンにする
電源に接続されている充電器か
ら補聴器を取り外すと、補聴器
の電源が自動的にオンになりま
す。 

充電器が電源に接続されていない場合は、インジ
ケーターライトが緑色に点滅するまで、ボタンの
下部を3秒間強く押し続けます。緑色に3秒間点灯
することで、補聴器の使用準備が整ったことが示
されます。

補聴器の電源をオフにする
赤色の点灯により補聴器がオフであることが示さ
れるまで、ボタンの下部を3秒間押し続けます。

緑色の点滅 補聴器の電源がオンになった

赤色の点灯(3秒間) 補聴器の電源がオフになった

 補聴器の電源をオンにすると、起動メロディ
が流れます。
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以下の図に、本補聴器のロジャー マイクロホンへ
の接続性を示します。 

10. 接続性の概要

 ロジャー マイクロホン
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11. 補聴器の再起動

補聴器がエラー状態になったら、以下の方法を
行ってください。この方法で設定が解除された
り、削除されたりすることはありません。 

1.
ボタンの下部を15秒以上押し続けます。ボタンを
押す前、補聴器の電源はオンでもオフでもかまい
ません。15秒経過しても、ライトや音による通知
はありません。

2.
電源に接続されている充電器に補聴器を取り付
け、インジケーターライトが緑色に点滅するま
で待ちます。待ち時間は30秒以下です。この段階
で、補聴器は使用できる状態になっています。
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12. 動作条件

本製品は、本取扱説明書で別に記載のない限り、
目的通りに使用されれば問題や制限なく機能する
ように設計されています。

必ず以下の環境で補聴器を充電してください。 
動作温度の範囲: +5°C～+40°C、大気圧:  
500 hPa～1060 hPa、湿度: 0%～85% (結露なし)。

ロジャー フォーカス II は、IP68 (水深1 m に60分間
浸水可能)に分類されており、あらゆる日常の生活
状況で使用できるように設計されています。その
ため、補聴器が小雨や汗で濡れることを心配する
必要はありません。ただしロジャー フォーカス II 
は、塩素処理水、石鹸水、塩水、または化学物質
を含有するその他の液体など、水を扱う活動で使
用することは想定されていません。
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13. お手入れとメンテナンス

補聴器および充電器を日常的にこまめに手入れす
ることによって、優れたパフォーマンスと長い耐
用期間が得られます。長期の保守対応を保証する
ために、Sonova AG では、各補聴器の製造中止後も
最低5年間の保守対応期間を設けています。 

以下の仕様をガイドラインとして使用してくださ
い。製品の安全性に関する詳細については、第19
章を参照してください。

一般的な情報
ヘアスプレーや化粧品は補聴器に損傷を与える可
能性があるため、使用する前に補聴器を耳から取
り外してください。

本補聴器は、以下の条件下で水、汗、ほこりに耐
性があります。
• 補聴器が水、汗、ほこりに触れた後に、補聴器
を清掃し、乾燥させていること。

• 補聴器を本取扱説明書の説明に従って使用およ
び保守していること。
 補聴器および充電器が乾燥していること、お
よび汚れていないことを、常に確認してくだ
さい。
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毎日のお手入れ
補聴器: 耳栓（イヤチップ）に耳あかや湿った付着
物が付いていないか点検します。糸くずの出ない布
を使用して表面を清掃します。補聴器を清掃する際
に、洗浄剤(家庭用洗剤、石鹸など)は絶対に使用し
ないでください。水で洗い流すことは推奨されませ
ん。補聴器を徹底的に清掃する必要がある場合は、
担当の聴覚専門家にお問い合わせください。 
充電器: 充電器のスロットが汚れていないことを確
認します。充電器を清掃する際に、洗浄剤(家庭用
洗剤、石鹸など)は絶対に使用しないでください。

毎週のお手入れ
補聴器: 耳栓（イヤチップ）を柔らかい湿らせた
布か、補聴器用の特別な清掃用ふきんで清掃しま
す。メンテナンスに関するより詳細な指示や基本
的な清掃以上の情報については、担当の聴覚専門
家にお問い合わせください。補聴器の充電端子を
柔らかい湿らせた布で清掃します。
充電器: 充電器のスロットからほこりや汚れを取
り除きます。

 清掃前に、充電器が主電源につながっていな
いことを、常に確認してください。
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14. 耳栓（イヤチップ）の交換

本補聴器には、スリムチューブと耳栓（イヤチッ
プ）が取り付けられています。 

定期的に耳栓（イヤチップ）をチェックし、汚れ
ていたり、補聴器の音量や音質が低下していたり
した場合は交換または清掃を行ってください。耳
せんを使用している場合は、3か月ごとに交換し
てください 。
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1.
片方の手でスリムチューブ
を持ち、もう一方の手で
耳栓（イヤチップ）を持っ
て、スリムチューブから耳
栓を取り外します。

14.1  スリムチューブから耳栓（イヤチップ）を
取り外す

2.
耳栓（イヤチップ）をゆっく
りと引き抜きます。

3.
糸くずの出ない布を使用し
てスリムチューブを清掃し
ます。
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1.
片方の手でスリムチューブを
持ち、もう一方の手で耳栓
（イヤチップ）を持ちます。

14.2  スリムチューブに耳栓（イヤチップ）を
取り付ける

2.
耳栓（イヤチップ）を音口に
被せてスライドさせます。

3.
スリムチューブと耳栓（イヤ
チップ）がぴったりとフィッ
トする必要があります。
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15. サービスと保証

国内保証
国内保証期間については、補聴器および充電
器を購入した聴覚専門家にお問い合わせくだ
さい。

海外保証
Sonova AG では、ご購入日から1年間有効の海
外保証を提供しています。この限定的保証
は、補聴器および充電器のそれぞれの製造
および材料欠陥を対象としますが、スリム
チューブ、耳栓（イヤチップ）、外耳道レ
シーバなどのアクセサリーは対象としませ
ん。保証は、購入証明が掲示されなければ効
力を発しません。

国際保証は、消費者製品の販売を管理する適
用可能な国内法の下でユーザーが有する法的
権利には一切影響しません。
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保証適用範囲

本保証は、不適切な取り扱いやお手入れ、化学薬品や

過度の負担によって生じた損傷には適用されません。

第三者または公認でないサービス センターによって

損害が生じた場合、保証は無効となります。本保証

は、販売店の聴覚専門家がオフィスで行うサービス

には適用されません。

シリアル番号 
左側の補聴器:  

右側の補聴器:  
チャージャー BTE RIC:  

購入日:   

担当聴覚専門家(捺印/署名):
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欧州:
本補聴器に対する適合宣言 
本製品が医療機器指令93/42/EEC および無線機器
指令2014/53/EU に準拠していることを Sonova AG 
はここに宣言します。EU 適合宣言の全文は、製造
業者または地域のフォナックの担当者から入手で
きます。住所は、 
www.phonak.com/us/en/certificates (フォナックの世
界の所在地)のリストをご覧ください。

オーストラリア/ニュージーランド:
  ニュージーランドおよびオーストラリアで
の合法販売について、適用される電波スペ
クトル管理(RSM)およびオーストラリア通
信メディア庁(ACMA)の規制協定への機器の
準拠を示します。

    準拠ラベル R-NZ は、適合レベル A1におい
てニュージーランド市場で供給される無線
製品を対象とします。

16. コンプライアンス情報
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2ページに記載されている補聴器は、以下の認証
を受けています。

米国  FCC ID: KWC-BSR 
カナダ  IC: 2262A-BSR



34

注記1:
本機器は、FCC 規則第15部およびカナダ産業局の 
RSS-210に準拠しています。本機器の動作には、 
次の2つの条件が必要です。
1) 本機器が有害な干渉を生じないこと、および
2) 本機器が好ましくない動作を生じる可能性のあ
る干渉を含む受信したあらゆる干渉を受け入れる
こと。

注記2:
本機器に対し、Sonova AG によって明示的に承認
されていない変更または改造を行うと、本機器の
操作に対する FCC の認可が無効になることがあり
ます。

注記3:
本機器は FCC 規則第15部およびカナダ産業局の
ICES-003に従ってクラス B デジタル機器に対する
制限事項に対して試験されており、それに準拠す
ることが確認されています。
これらの制限事項は、住宅への設置において有害
な干渉から合理的に保護されるように設計されて
います。本機器は無線周波エネルギーを生成およ
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び使用し、また無線周波エネルギーを放射する可
能性があり、指示に従って設置または使用されな
い場合には、無線通信に有害な干渉を生じること
があります。ただし、その干渉が特定の設置で発
生しないという保証はありません。機器がラジオ
やテレビの受信に有害な干渉を生じる場合(これ
は機器の電源を入れたり切ったりするとわかり
ます)、ユーザーは以下の1つまたは複数の手段に
よって干渉を是正するよう奨励されます。
• 受信アンテナの向きを変えるか位置を変える。
• 機器と受信機の距離を離す。
• 機器を受信機が接続されているのとは違う 
回路で出力に接続する。

• 取扱店または専門のラジオ/テレビ技術者に 
問い合わせる。
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注記4:
日本の電波法および電気通信事業法への準拠 
本機器は日本の電波法および電気通信事業法に

従って認可されています。本機器を改造しないで
ください(改造すると認可された指定番号が無効
になります)。

R

T

005-102109

A19-0087005
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共振ループ アンテナ
2.4 GHz～2.48 GHz
GFSK、Pi/4 DPSK、GMSK 
< 1 mW

約1 m
4.2 デュアルモード 
LE (低エネルギー)

本補聴器の電波情報

             

 

アンテナ タイプ 
動作周波数
変調 
放射電力 
Bluetooth®
範囲 
Bluetooth
サポートされる 
プロファイル



38

エミッションおよびイミュニティ規格への準拠

エミッション標準 EN 60601–1-2:2015
IEC 60601–1-2:2014
EN 55011:2009+A1
CISPR11:2009/AMD1:2010
CISPR22:1997
CISPR32:2012
ISO 7637-2:2011
CISPR25:2016
EN 55025:2017
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イミュニティ標準 EN 60601–1-2:2015
IEC 60601–1-2:2014
EN 61000-4-2:2009
IEC 61000-4-2:2008
EN 61000-4-3:2006+A1+A2
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
EN 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
IEC 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014
IEC 61000-4-6:2013
EN 61000-4-8:2010
IEC 61000-4-8:2009
EN 61000-4-11:2004
IEC 61000-4-11:2004
IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
ISO 7637-2:2011
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CE 記号により、Sonova AG はこの製品(アク
セサリーを含む)が医療機器指令93/42/EEC 
および無線機器指令2014/53/EU に準拠して
いることを確認します。CE マークに続く番
号は、上記の指令下で評価を行った公認機
関のコードを表します。

この記号は、本取扱説明書に記載された製
品が EN 60601-1のタイプ B 装着部の要件に
準拠していることを示しています。本補聴
器の表面は、タイプ B の装着部として指定
されています。

EU 指令93/42/EEC に定義される医療機器の
製造業者であることを示しています。

17. 記号の情報と説明
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この記号は、ユーザーがこの取扱説明書
の関連情報を読んで考慮することの重要
性を示しています。

この記号は、ユーザーがこの取扱説明書
の関連する警告内容に注意を払うことの
重要性を示しています。

製品の安全性および取り扱いに関する重
要な情報です。

この記号は、本機器から発生する電磁干
渉が米国連邦通信委員会(FCC)によって承
認された制限値以下であることを示して
います。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、
Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標です。
Sonova AG は、使用許可を得てこれらの
マークを使用しています。他の商標および
商品名は、それぞれの所有者に属します。
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日本の無線機器の適合証明マーク。 

特定の医療機器を識別するための製造業
者のシリアル番号を示しています。

医療機器を識別するための製造業者のカ
タログ番号を示しています。

この記号は、ユーザーがこの取扱説明書
の関連情報を読んで考慮することの重要
性を示しています。

搬送および保管中の温度: -20°C～+60°C。
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保管中の湿度: 0%～70%、使用時以外。
使用後の補聴器の乾燥については、 
19.2項の手順を参照してください。 

搬送および保管時の大気圧:  
500 hPa～1060 hPa。 

搬送中に水濡れ厳禁であることを示して
います。

X 印の付いたごみ箱の記号は、本補聴器 
と充電器が通常の家庭ごみとして廃棄で 
きないことを示しています。古くなった、
または不要になった補聴器および充電器
は、電子廃棄物の処理を目的とした廃棄
物処理施設で処分するか、補聴器および
充電器を担当の聴覚専門家に渡して廃棄
を依頼してください。適切な廃棄により
環境および健康を守ることができます。
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欧州の電源に対してのみ適用可能な記号

二重絶縁構造の電源

屋内使用専用に設計された機器

安全絶縁変圧器、短絡保護付き
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状況 原因 対応

補聴器がうるさすぎる 音量が大きすぎる 音量を下げる(第8章)

補聴器の音量が不十
分、またはひずみが 
ある

音量が小さすぎる 音量を上げる(第8章)

電池残量が低い 補聴器を充電する(第4章)

耳栓（イヤチップ）の詰まり 耳栓（イヤチップ）を清掃する(第13章) 

聞こえの状態が変化した 担当の聴覚専門家に連絡する

補聴器のビープ音が 
2回鳴る

低電池残量の通知 補聴器を充電する(第4章)

補聴器が機能していな
い(音が聞こえない)

耳栓（イヤチップ）の詰まり 耳栓（イヤチップ）を清掃する(第13章)

補聴器の電源がオフになっている 補聴器の電源をオンにする(第9章)

補聴器の電源がオンに
ならない

電池が完全に放電されている 補聴器を充電する(第4章)

不注意でボタンを15秒以上押し続けた
ために、ボタンが無効になっている

再起動プロセスのステップ2を実行する(第11章)

補聴器を充電用スロッ
トに挿入しても、補聴
器のインジケーターラ
イトが点灯しない

補聴器が充電器の中に正しく挿入 
されていない

補聴器を充電器に正しく挿入する(第4章)

充電器が電源に接続されていない 充電器を外部電源に接続する

電池が完全に放電されている LED の動作に関わらず、補聴器を充電器に取り付けて3時間待つ

18. トラブルシューティング 
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状況 原因 対応

補聴器がうるさすぎる 音量が大きすぎる 音量を下げる(第8章)

補聴器の音量が不十
分、またはひずみが 
ある

音量が小さすぎる 音量を上げる(第8章)

電池残量が低い 補聴器を充電する(第4章)

耳栓（イヤチップ）の詰まり 耳栓（イヤチップ）を清掃する(第13章) 

聞こえの状態が変化した 担当の聴覚専門家に連絡する

補聴器のビープ音が 
2回鳴る

低電池残量の通知 補聴器を充電する(第4章)

補聴器が機能していな
い(音が聞こえない)

耳栓（イヤチップ）の詰まり 耳栓（イヤチップ）を清掃する(第13章)

補聴器の電源がオフになっている 補聴器の電源をオンにする(第9章)

補聴器の電源がオンに
ならない

電池が完全に放電されている 補聴器を充電する(第4章)

不注意でボタンを15秒以上押し続けた
ために、ボタンが無効になっている

再起動プロセスのステップ2を実行する(第11章)

補聴器を充電用スロッ
トに挿入しても、補聴
器のインジケーターラ
イトが点灯しない

補聴器が充電器の中に正しく挿入 
されていない

補聴器を充電器に正しく挿入する(第4章)

充電器が電源に接続されていない 充電器を外部電源に接続する

電池が完全に放電されている LED の動作に関わらず、補聴器を充電器に取り付けて3時間待つ

 問題が続く場合は、担当の聴覚専門家にお問
い合わせください。
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状況 原因 対応

補聴器を充電器に取り
付けた状態で、補聴器
のインジケーターライ
トが赤色に点灯して 
いる

充電端子の汚れ 補聴器と充電器の端子を清掃する

補聴器が動作温度の範囲外になって 
いる

補聴器を温める。動作温度の範囲は、+5°～+40°です

電池の異常 担当の聴覚専門家に連絡する

補聴器を充電器から取
り外した後でも、補聴
器のインジケーターラ
イトが緑色に点灯し続
ける

補聴器を充電器に取り付けたとき、 
補聴器のインジケーターライトが 
赤色だった

補聴器を再起動する(第11章)

電池が終日持続しない 電池の持続時間が短くなった 聴覚専門家にご連絡ください。電池の交換が必要な場合が 
あります
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状況 原因 対応

補聴器を充電器に取り
付けた状態で、補聴器
のインジケーターライ
トが赤色に点灯して 
いる

充電端子の汚れ 補聴器と充電器の端子を清掃する

補聴器が動作温度の範囲外になって 
いる

補聴器を温める。動作温度の範囲は、+5°～+40°です

電池の異常 担当の聴覚専門家に連絡する

補聴器を充電器から取
り外した後でも、補聴
器のインジケーターラ
イトが緑色に点灯し続
ける

補聴器を充電器に取り付けたとき、 
補聴器のインジケーターライトが 
赤色だった

補聴器を再起動する(第11章)

電池が終日持続しない 電池の持続時間が短くなった 聴覚専門家にご連絡ください。電池の交換が必要な場合が 
あります
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補聴器および充電器を使用する前に、以降のページ
に記載されている情報をお読みください。

19. 安全に関する重要な情報
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 本充電式補聴器には、機内持ち込み手荷物として航

空機内に持ち込めるリチウムイオン電池が搭載され

ています。

 本補聴器は2.4 GHz～2.48 GHz の周波数帯で動作します。

飛行機を利用する際は、機器の電源をオフにする必要

があるかどうか航空会社に確認してください。第1章を

参照してください。

 本製品の使用目的は、音を処理して耳に送ることに

より、聞き取りおよびコミュニケーションにおける

困難と限界を補うことです。

 Sonova AG によって明示的に許可されていない本補聴

器の変更または改造は禁止されています。そのような

変更を加えると、装用者の耳に傷害を及ぼしたり、 

補聴器を損傷したりすることがあります。

 補聴器および充電器は、爆発性領域(鉱山や爆発の危

険のある工業地域、酸素が豊富な環境や引火性の麻

酔薬を取り扱う場所など)や、電子機器が禁止されて

いる場所では使用しないでください。

19.1 危険警告
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 耳の中や後ろに痛みがある場合、耳に炎症がある場

合、または皮膚炎や耳あか蓄積の加速が発生した場

合は、担当の聴覚専門家または医師の診察を受けて

ください。

 耳からスリムチューブを取り外すときに、ごくまれ

に耳せんが外耳道内に残留することがあります。 

万が一、耳せんが外耳道から取れなくなった場合に

は、安全に取り外すために医師の診察を受けること

を強く推奨します。耳せんが鼓膜の方に押し込まれ

ることを防ぐために、決してスリムチューブを外耳

道に再挿入しようとしないでください。

 本機器をお子様や認知障害のある方が使用する際

は、常に監視下で使用し安全性を保証する必要があ

ります。補聴器は小型機器であり、小さい部品が付

属しています。監視のないところで、本補聴器をお

子様や認知障害のある方に装着したままにしないで

ください。誤飲した場合には、直ちに医師または病

院の診察を受けてください。補聴器またはその部品

により、窒息する可能性があります。

 充電器は、お子様、認知障害のある方、ペットの手の

届かないところに保管してください。
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 充電中は、充電器全体を布などで覆わないでください。

 以下は、能動型植込み医療機器(ペースメーカー、 

除細動器など)が植え込まれた方にのみ適用されます。

     • ワイヤレス補聴器は、能動型植込み医療機器が植え込ま

れた部位から15 cm 以上離してください。干渉が発生し

た場合には、ワイヤレス補聴器を使用せずに、能動型植

込み医療機器の製造業者に連絡してください。干渉は、

電源配線、静電気放電、空港の金属探知器などによって

も生じる場合があることに留意してください。

 本機器の製造元が指定または支給したものではないア

クセサリー、トランデューサ、およびケーブルを使用

すると、本機器の電磁エミッションの増大または電磁

イミュニティの低下を引き起こし、不適切な動作につ

ながる場合があります。

 ポータブル RF 通信機器(アンテナケーブルや外部アン

テナなどの周辺機器を含む)は、製造元が指定したケー

ブルを含め、本補聴器のどの部分にも30 cm より近づ

けて使用してはなりません。従わなかった場合、本機

器の性能劣化につながるおそれがあります。
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 充電器の USB ポートは、記載された目的にのみ使用

する必要があります。

 充電器には、5 VDC 出力定格で500 mA 以上の 

EN62368-1 および/または EN60601-1認定機器のみを使

用してください。

 鼓膜に穴が開いた顧客、外耳道の炎症がある顧客、

または露出した中耳腔のある顧客が使用する場合、

耳せんを使用して補聴器を装着しないでください。

万が一、本製品の一部が外耳道内に残留した場合に

は、安全に取り外すために医師の診察を受けること

を強く推奨します。

 オーダーメイドの耳栓（イヤチップ）を付けて補聴

器を装用しているときは、強い物理的衝撃を耳に与

えないようにしてください。オーダーメイドの耳栓

（イヤチップ）の安定性は、通常の使用を想定して

設計されています。耳に強い物理的衝撃を与えると

(スポーツ時など)、オーダーメイドの耳せんが損傷す

る可能性があります。これにより外耳道または鼓膜

に穴が開くおそれがあります。
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 オーダーメイドの耳せんに機械的ストレスや衝撃が

加わった後は、耳せんを耳に戻す前に、耳せんが完

全な状態であることを確認してください。
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 本補聴器は耐水ですが、防水ではありません。通常

の活動や時折誤ってさらされる極端な状況などにも

耐えられるように設計されています。決して補聴器

を水に浸さないでください。本補聴器は、水泳や入

浴のような活動時の装着など、継続的な長時間の浸

水に対して特別に設計されていません。補聴器には

影響を受けやすい電子部品が含まれているため、こ

れらの活動の前には必ず補聴器を外してください。

 補聴器および充電器を熱源から保護してください(決

して窓の近くや車内に放置しないでください)。補聴

器または充電器を乾燥する際に、電子レンジやその

他の加熱機器を絶対に使用しないでください(火災や

爆発の危険のため)。適切な乾燥方法については、担

当の聴覚専門家にお問い合わせください。 

 電磁調理器の表面の近くに充電器を置かないでくだ

さい。充電器内部の導電構造が誘導エネルギーを吸

収し、熱による破壊が生じるおそれがあります。 

19.2 製品の安全性に関する情報
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 耳せんは3か月ごと、または硬くなったりもろくなっ

たりしたときに交換してください。これは、耳せん

を耳に挿入するときや耳から取り外すときに、スリ

ムチューブの口から耳せんが外れることを防ぐため

です。

 補聴器および充電器を落とさないようにしてくださ

い。固い表面に落とすと、補聴器または充電器が損

傷する場合があります。

 充電器および電源アダプタに衝撃を与えないでくだ

さい。充電器または電源アダプタが衝撃により損傷

した場合、それ以降、その機器を使用しないでくだ

さい。

 補聴器を長期間使用しない場合は、補聴器を充電器

内で保管してください。

 以下に示す放射線を伴う特別な医療検査または歯科

検査は、補聴器の正しい機能に悪影響を与える場合

があります。検査を受ける前に、補聴器を外し、検

査室/エリアの外に置いてください。

    • X 線(および CT スキャン)を使用する医療検査または 

歯科検査。
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    • 磁場を発生させる MRI/NMRI スキャンを使用する医療

検査。  
セキュリティゲート(空港など)を通過するときに、補

聴器を外す必要はありません。X 線が使用されている

場合でも、極めて低い線量のため、補聴器に影響を

与えることはありません。

 補聴器または充電器を電子機器が禁止されているエ

リアで使用しないでください。

 補聴器は充電前に乾燥している必要があります。乾燥

していない場合、充電の信頼性は保証されません。

 補聴器の充電には、本取扱説明書に示す充電器のみ

を使用してください。従わなかった場合、機器が損

傷することがあります。

 補聴器にはワット時定格が20 Wh 未満のリチウムイ

オン電池が搭載されています。このリチウムイオン

電池は、「国連試験基準マニュアル」の UN 38.3項に

従って試験されており、発送の際はリチウムイオン

電池の安全な輸送に関するすべての規則および規制

に準拠している必要があります。
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メモ
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製造元:
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland
www.phonak.com

聴覚専門家: 


