
※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整（フィッティング）することが必要です。※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。
しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。
●本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。●本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

このカタログは、イワタUDフォントを使用しています。UD（ユニバーサルデザイン）とは、年齢・性別や、障害の有無に関係なくあらゆる人が商品・サービス・
住居・施設を快適に利用できるよう配慮されたデザインのことです。イワタUDフォントは、ユニバーサルデザインの視点で作られた文字フォントです。

製造販売業：ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002　東京都品川区東品川2-5-8
天王洲パークサイドビル
法人のお客様窓口　TEL：0120-04-4079
個人のお客様窓口　TEL：0120-06-4079

（受付時間：月〜金 9:00〜17:30 土日祝休み）  

FAX：0120-23-4080

許可番号  13B2X10021

本カタログの内容は2020年1月現在のものです。　
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フォナック製品のご相談・ご用命は…

＊：障害者総合支援法/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度対応の器種は除きます。積算修理はあんしん修理サポートの対象外となります。
積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。　　　
●RICタイプのシェルの再作は有償（10,000円（非課税））です。  ●ご購入後、補聴器のカラー変更に伴うケース交換は有償（5,000円（非課税））です。

フォナックの無償保証＆あんしん修理サポート
ご購入後も安心のアフターサービスを設けております。自然故障の場合のみ、保証期間中は無償で修理いたします。
また、保証期間終了後は修理額に上限を設けた「あんしん修理サポート＊」期間がございます。

 フォナックの「こども割」
お子さまの聞こえを応援するために、デジタルワイヤレス補聴援助システム「ロジャー」はこども割引制度を導入しています。
お子さま向け補聴器「フォナック スカイ」は「こども価格」でご提供しています。「こども割」は適用となりません。

「こども割」「こども価格」ともに、ご購入の際は「学生証」「在学証明書」などお子さまの年齢がわかる書類を販売店にご提示ください。
●イヤモールド、スリムチップ、SPシェルなどアクセサリー類、特例補装具申請など公費助成制度活用は「こども割」「こども価格」ともに適用外となります。
　詳しくは販売店におたずねください。

（お買い上げ日より）
1年目 2年目 3年目 4年目

フォナック スカイ B90
無償保証期間 あんしん修理サポート  1年

フォナック「プレミアム保証」 ３年　　　　 40,000円まで

フォナック スカイ 
B70/B50/B30

無償保証期間 あんしん修理サポート 2年

２年 1年目　20,000円まで 2年目　40,000円まで

ロジャー
無償保証期間 あんしん修理サポート 1年

２年 30,000円まで

フォナック スカイ B30
（障害者総合支援法/軽度・中等度

      難聴児補聴器購入費助成制度対応）

無償保証期間

1年

フォナック こどもライン カタログ

こどもたちの聞こえのために
できること、ずっと。

2020.01

フォナック こどもライン カタログ
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学びの場でも、遊びの場でも。こどもたちの過ごす場所には、いつも

おしゃべりや笑い声など、さまざまな音が溢れています。

日々、新しい言葉と出会うこどもたち。その成長のカギとなるのが、

「言葉を明瞭に聞き取る」チカラです。

家族も友だちも先生も、みんなの声がちゃんと聞こえることで

自由な交流が生まれ、コミュニケーションに自信がついてくる。

その積み重ねが、豊かな毎日へ、

そして未来へと、つながっていきます。

こどもにとって
「聞く」は、「育つ」です。

2

フォナックには、小児に特化した聴覚と補聴器の研究・開発チームがあります。

「こどもは小さな大人じゃない」。この考えのもとに、こどもならではの生活環境や聞こえを調査し、

小児専用のテクノロジーや製品を開発。「フォナック こどもライン」として、補聴器をはじめ

補聴援助システムなどのソリューションを提供します。

乳児期を経て幼稚園や学校に通うようになると、

こどもの環境はめまぐるしく変わります。 

年齢が上がるほど高度になっていく学びの場で、

その状況に合わせた「聞こえ」を助けることが、

こどもの成長に不可欠です。

耳は、脳に聴覚情報を届ける“入口”のような存在。

幼いこどもが話し言葉や読み書きの能力を身につけるには、

4,500万語・20,000時間＊の聞き取りができる環境が

必要だと言われています。お子さんの難聴に気づいたら、

できるだけ早いうちに「聞こえ」を改善してあげることで

言葉の理解や学習成果の向上も期待できます。

「聞く」の基礎づくり

［こどもの「聞こえ」のテーマ］

集団生活での
言葉の聞き取り

 「聞く」と「学ぶ」、
「考える」の両立

学びのステージが次々に変化する、こども時代。
それぞれの時期に合わせた「聞こえ」が成長を促します。

創業からずっと。そしてこれからも。
こどもたちの聞こえを大切に考えます。

こどもの学習能力を養う土台を築くには、
たくさんの音に触れる環境が必要です。

乳幼児 未就学児 就学児

＊参考文献：1. Dehaene, S. (2009).Reading in the Brain:The Science and Evolution of a Human Invention.New York, NY:Viking. 2. Gilkerson, J. & 
Richards, J. (2008).The LENA natural language study (Technical Report LTR- 02–2). Boulder, CO:LENA Foundation. 3 Hart, B. & Risley, T. (1995).
Meaningful differences in the everyday experience of young American children.Baltimore, MD:Paul H. Brookes Publishing.



3

こどもの生活環境を見つめて
理想的な聞こえを追求してきた、
フォナックだから実現できました。

じっとしている暇はないくらい、こどもの興味の向かう先はいろいろ。
だから、変わりつづける周囲の音環境を、補聴器が自動認識。

「オートセンス スカイ OS」のしくみ

学校での授業時 こどもの周囲の音環境を分析
＜例＞

オートセンス スカイ OSはこどもの聞こえの環境に合わせて構築された唯一＊1のオートマチックオペレーティングシステムです。

元気いっぱいに遊ぶ声。建物の中で反響する音。動くたびに変わりつづける音環境を補聴器が自動認識し、

プログラムをブレンドする機能を搭載。こどもの聞こえのサポートをすることが臨床的に立証されています。＊2

音の分類

オートセンス スカイ OS

フォナック こどもライン

学校環境にいる難聴のお子さまを
オートセンス スカイ OSが
サポート。

こどもが今どのような
音環境にいるのかを
分析します。

＊1：2018年5月現在　
＊2：参考文献：Rakita, L (2016).AutoSense OS:Hearing well in every listening environment has never been easier.Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/
evidence, accessed February 19th, 2018.

4

こどもの生活環境を見つめて
理想的な聞こえを追求してきた、
フォナックだから実現できました。

プログラム選択 機能の有効化・適用 学校での聞こえの最適化補聴器の出力

プログラムの組み合わせを自動でブレンド

「聞く」を育む毎日に ｜ お子さま向け補聴器 フォナック スカイ

たとえば学校生活でも、教室で
静かに授業を聞くだけではなく
音環境はさまざまです。

教室で授業が行われている
ときの音環境に適した音で
出力。

先生や友だちの声が聞き取り
やすいから、授業に集中でき、
理解も深まります。

※当社調べ。

［学校生活での音環境］

先生の
説明を聞く

移動や動きの
ある活動

個人作業

その他

対話型の活動
グループ活動

22％

22％
13％

9％

12％
22％

プログラム

静かな環境	 41%

騒がしい中でのことば	 48%

非常に騒がしい中でのことば	 0%

車内での会話	 0%

騒音下での快適性	 0%

反響する環境での快適性	 11%

音楽	 0%

　組み合わせの割合例

＊1：2018年5月現在　
＊2：参考文献：Rakita,	L	(2016).AutoSense	OS:Hearing	well	in	every	listening	environment	has	never	been	easier.Phonak	Insight,	retrieved	from	www.phonakpro.com/
evidence,	accessed	February	19th,	2018.
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きちんと覚える。正しく発音する。
そのために、まずはしっかり聞き取ること。

たっぷり汗をかいても、雨に濡れても、
いっぱい遊んで大丈夫。

こどもに安心で、便利。
大人にも、それがうれしい。

高音域を圧縮して、言葉を識別しやすくする

水やホコリに強く、フィットするデザイン

乳児、幼児のための3つの安心

こどもたちの高い声や、聞き取りの難しい子音も、
高音域を圧縮して聞き取りやすくする
機能があるから安心。言葉の明瞭度にこだわる、
フォナック自慢の機能です。

よりクリアな聞き取りが可能です。

オフ オン

お子さまの小さな耳にフィットする流線形にデザイン。
活発で好奇心旺盛なお子さまに安心して
お使いいただけるよう、
防水・防塵性能＊も磨き上げました。 ＊：完全防水とは異なります。

※防水、防塵性能を維持するため、1年ごとのメーカーによるメンテナンスをおすすめします。
（メンテナンス費用5,000円（非課税）。保証期間内は無償）

お知らせLEDランプ 誤飲防止「電池ホルダー」

＊1：年齢によって搭載の有無を選択できます。 ＊2：3歳までは必須。それ以降の年齢では、選択が可能です。 
＊3：フォナック スカイ RICタイプを除く。

防塵等級6級
防水等級8級

「お知らせLEDランプ」は、補聴器の外側にある
プログラムスイッチが光り、電源や電池残量、
ロジャーの使用状況などをお知らせしてくれる機能＊1。
保護者の方や先生が、ひと目で確認できます。
また、フォナック スカイは安全性にも配慮。
お子さまの電池の誤飲を防ぐため、電池ホルダーに「チャイルドロック」＊2＊3、
イヤフックに「チャイルドフック」＊2＊3の仕様もあります。

サウンドリカバー2

IP68防水・防塵＊

お知らせLEDランプ / チャイルドロック / チャイルドフック

フォナック こどもライン

6

こどもカラー

ハウジング イヤフック

組み合わせ 49 通り

7色 7色

＊：完全防水とは異なります。
※防水、防塵性能を維持するため、1年ごとのメーカーによるメンテナンスをおすすめします。

（メンテナンス費用5,000円（非課税）。保証期間内は無償）

のびのび遊び、すくすく育つ。
「フォナック スカイ」は、
そんなこどもたちを応援する補聴器です。

■オシャレで、カラフル。 選べる楽しさもポイントです。

ハウジングはベーシックカラーも選べます。

ベーシックカラー

98 通り

組み合わせ
最大7色

エレクトリック
グリーン

マジェスティ
パープル

プレシャス
ピンク

アルパイン
ホワイト

ブルー
オーシャン

ベルベット
ブラック

シルバー
グレー

シャンパンチェスト
ナット

サンダル
ウッド

サンド
ベージュ

ベージュ

ラバレッド

Q2

01 P1 P3 P4 P5 P6 P8

オレンジ
クリア

ブルー

パープル

グリーン

イエロー

ピンク

R4
13

Q6

Q7

R1

R2

R3

M8

T3

T7

M7

M6

「聞く」を育む毎日に ｜ お子さま向け補聴器 フォナック スカイ

Q3
カリビアン
パイレーツ

※B30 エッセンシャルクラスには P3 サンダルウッド・ P4 チェストナット・ P5 シャンパンがございません。

「聞く」を育む毎日に ｜ お子さま向け補聴器 フォナック スカイ



防水・防塵

P SP UP
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防水・防塵

B-P

B-UP

B-SP

B-RIC（M/P/UP）

使用電池：PR48（13）
ロジャー 一体型受信機：ロジャー 18

［製品コード］
B90：050-0469-xx　B70：050-0468-xx
B50：050-0467-xx　B30：050-0466-xx

■スリムチューブα
■イヤフック

■パワースリムチューブ
■イヤフック

■パワースリムチューブ
■イヤフック

使用電池：PR48（13）
ロジャー 一体型受信機：ロジャー 18

［製品コード］
B90：050-0473-xx　B70：050-0472-xx
B50：050-0471-xx　B30：050-0470-xx

ワイヤレス通信 ワイヤレス通信
指向性｜Tコイル標準指向性｜Tコイル標準

使用電池：PR48（13）
ロジャー 一体型受信機：ロジャー 18

［製品コード］
B90：050-0481-xx　B70：050-0480-xx
B50：050-0479-xx　B30：050-0478-xx

ワイヤレス通信
指向性｜Tコイル標準

使用電池：PR44（675）
ロジャー 一体型受信機：ロジャー 19

［製品コード］
B90：050-0477-xx　B70：050-0476-xx
B50：050-0475-xx　B30：050-0474-xx

ワイヤレス通信
指向性｜Tコイル標準

パワータイプでも小型をキープ。
乳幼児の耳にも無理なく装用できます。

ナイーダUPのお子さま向けモデル。
電池が長持ちするのもポイント。

補聴器のしくみ

● イヤフック
　音の出口です。

［ボディ］

［イヤフック］

［イヤモールド（イヤチップ）］

● イヤモールド（イヤチップ）
　耳に入れるパーツです。

● マイクロホン音口
　音の入口です。

● プログラムスイッチ
　プログラムを
　切り替えます。

● ボリュームコントロール
　音量を調節します。

● 電池ホルダー
　電池を挿入します
　（電源の入/切機能付き）。 補聴器には、ボディとイヤフックがあり、

イヤフックやスリムチューブにイヤモールド
（イヤチップ）をつなげて耳あなに入れます。

スマートなデザインに、
頼もしいパワーを備えたモデル。

より目立ちにくく、快適なつけ心地。
UPレシーバで重度難聴にも対応。

M7ブルーオーシャン

M7ブルーオーシャン

M7ブルーオーシャン

M7ブルーオーシャン

対象年齢8歳以上

防水・防塵

RIC M RIC UPRIC P

■お子さまの聞こえに合わせて、モデルと機能からお選びいただけます。 ［対象年齢：0〜18歳］

補聴器のつくりはシンプル。はじめて使うお子さまでも安心です。

※アクセサリーパーツについて詳しくはP14をご覧ください。

フォナック こどもライン

原寸大

原寸大

原寸大

原寸大

防水・防塵

8

活発なお子さまの毎日に。 大切にお使いいただくためのグッズもご用意しています。

機能クラス チャンネル オートセンス 
スカイ OS 機能数

マニュアル
プログラム数

無償保証期間
（お買い上げ日より） フォナックこども価格

B90 プレミアム 20ch    ７＊1 5 ３年 片耳400,000円＊2

B70 アドバンス 16ch 4 5 2年 片耳280,000円＊2

B50 スタンダード 12ch 3 5 2年 片耳200,000円＊2

B30 エッセンシャル 8ch 2 5 1年 障害者総合支援法/軽度・中等度難聴児補聴器
購入費助成制度対応＊2

製品名
最大音響利得 （50dB入力） 90dB入力最大出力 音圧レベル 誘導コイル感度

使用電池 電池寿命（時間）最大値（ピーク値）
（＋ 3dB以下）

HFA-FOG
（± 5dB以内）

最大OSPL90
（＋ 3dB以下）

HFA-OSPL90
（± 4dB以内）

HFA MASL
（± 6dB）

フォナック 
スカイ B 

P＊3 66 58 131 125 88 PR48（13） 140～220

SP＊3 74 64 133 126 96 PR48（13） 100～160

UP＊4 82 74 141 134 102 PR44（675） 190～320

フォナック 
スカイ B-RIC

M 46 37 111 106 67 PR48（13） 120～180

P 57 52 124 120 80 PR48（13） 120～180

UP 66 61 130 124 90 PR48（13） 110～170

＊1:プレミアム（7）は両耳装用の場合。片耳装用の場合はプレミアム（6）となります。 
＊2：RIC UPタイプは、SPシェルが必要です。M、Pの場合、SPシェルはオプションで選択が可能です（いずれも別途、代金がかかります。補聴器と同時購入の場合は10,000円（非課税）、別購
入の場合はレシーバ代金含め15,000円（税抜））。
●補聴器は両耳装用をおすすめします。 ●防水・防塵性能は、完全防水とは異なります。  ●補聴器は非課税です。

＊3:ダンパー入りフック使用時。 ＊4:ダンパーなしフック使用時。 ●電池寿命は使用状況により異なります。  ●本データはJIS C 5512:2015の2c㎥カプラにより測定、表示してあります。

販売名：フォナック スカイ B　管理医療機器認証番号：230ABBZX00056000

補聴器乾燥機 D-Dry
12,000円（税抜）

［製品コード］098-0398

ペディアトリックケアキット
6,000円（税抜）

［製品コード］098-0409

紛失防止用クリップ〈乳幼児用〉
800円（税抜）

［製品コード］054-0274

「聞く」を育む毎日に ｜ お子さま向け補聴器 フォナック スカイ
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家族の声を聞いて
成長していく。

遠くからの呼びかけも、
聞こえるから安心。

こどもたちは起きている間じゅうずっと、
多くの言葉に触れながら成長します。
学習に必要だと言われる30,000語＊もの言葉を
毎日ストレスなく聞き取るうえで、
補聴器＋ロジャーが強い味方になります。

外で遊びに夢中になっている間に、
家族やお友だちとはぐれてしまった。
そんなとき、少し離れた場所からでも
みんなの声がちゃんと聞こえれば、
落ち着いて行動できます。

たくさんの言葉を、聞き、覚える
こどもたちの毎日に。
家庭や学校でのさまざまなシーンで
聞こえをサポートする「ロジャー」。
●電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。

＊参考文献：Hart, B. & Risley, T. (1995).Meaningful differences in the everyday experience of young American children.Baltimore, MD:Paul H. Brookes Publishing.
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「聞く」と「考える」。
同時にこなすのは
大変だから。

教室は、
意外に騒がしい。

学年が上がるにつれ、授業では考える
時間が増えてきます。 騒がしい中でも
先生の声がクリアに聞こえれば、
聞くことだけで精いっぱいにならず、
考えることに十分な力を発揮できます。

ガヤガヤした中でのグループ活動など、
音や声に溢れ、時には突然大きな声が
飛び込んでくる教室。
みんなの声が快適に聞こえれば、
授業にきちんと参加することができます。

快適な学校生活に｜デジタルワイヤレス補聴援助システム ロジャー

補聴器
＋

一体型受信機

ロジャー 
タッチスクリーン 

マイク

ロジャー 
パスアラウンド 

マイク

※小学校における騒音レベルの中央値は75dB以上（走行中の地下鉄車両内と同じ値）。 
参考文献：「The Analysis of the Surrounding Noises for Hearing Aid Selection」加納有二、広田栄子、小寺一興（帝京大学）
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先生は「ロジャー タッチスクリーン マイク」を
首にかけて使えるので両手が空き、
板書するときや教室内を歩くときにも便利です。

一対一で言葉をしっかり聞く。
グループでじっくり話し合う。
どちらの場面にも、ロジャーが便利です。

ロジャー 
タッチスクリーン マイク
128,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3297-000005

●2時間充電で約10時間使用できます。
●使用可能距離：約20m
●幅55mm×奥行104mm×高さ16mm 重さ94g

教育現場におすすめのワイヤレスマイク。
タッチスクリーン式で操作性も抜群。

送信機 乳幼児〜小学生向け

スワイプで簡単操作の
タッチスクリーン。

「ロジャー タッチスクリーン マイク」を
机の上に置いて使用。3つのマイクが、
話している子の方向を特定し、その子の声を拾います。
班活動での話し合いやグループワーク、
図画工作で机を囲みながら作業をする
場合などにも利用できます。

マイクロホンが
集音する方向を自動認識し、
いちばん大きな声を拾います。

グループ学習で「小グループモード」

授業で「首かけモード」 

［親機］
ロジャー 
タッチスクリーン 
マイク ロジャー 受信機

［子機］
ロジャー 
パスアラウンド 
マイク　

12

15cm
90cm

集音中はLEDランプが点灯するので、
誰が話しているかひと目で分かります。

ハンドマイクタイプでは余計な騒音を
拾わないよう口元までの距離（15cm）を集音。
スタンド利用時は自動で集音距離を
90cmまでアップします。

快適な学校生活に｜デジタルワイヤレス補聴援助システム ロジャー

ロジャー ペン
109,000円（税抜）

［製品コード］ 
（レッド）052-3293-000P9
（シルバー）052-3293-000T4
（ブルー）052-3293-000T5

●2時間充電で約7時間使用できます。（Bluetooth®利用時は約5時間）
●使用可能距離：約15m
●直径15mm×長さ142mm 重さ28g

携帯電話やテレビにも接続可能な1台3役の
ペン型ワイヤレスマイク。

ロジャー セレクト
128,000円（税抜）

［製品コード］
（シャンパン）052-3471-000P55
（グラファイトグレー）052-3471-000P75
（パールホワイト）052-3471-000W35

●Bluetooth®を利用した携帯電話のハンズフリー通話や、
　ドルビーサウンド搭載のテレビ音声も楽しめます＊。
●2時間充電で約8時間使用できます。（Bluetooth®利用時は約4時間）
●使用可能距離：約15ｍ
●直径55mm×高さ12mm 重さ28g
＊：ドルビーオーディオシステムはロジャー セレクトのドッキングステーション利用時のみ。

幅広いシーンで活用できる小型マイク。
聞きたい方向からの声を自分で選べるセレクト機能付き。

送信機

送信機

乳幼児〜小学生向け

中学生以上向け

全年代共通

ロジャー パスアラウンド マイク
78,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3261-000005

●2時間充電で約10時間使用できます。
●使用可能距離：約20m
●直径34mm×高さ161mm 重さ84g
※ロジャー パスアラウンド マイク単体では送信機として使用できません。
必ずロジャー タッチスクリーン マイクが必要になります。

専用スタンド

小型で持ちやすい、
ロジャー タッチスクリーン マイク用
子機ハンドマイク。

ロジャー フォーカス 
56,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3272-D02xx

●防水・防塵の国際保護等級「IP57」取得。
●使用電池はPR41（312）空気電池1個。
電池寿命は42〜60時間です。

補聴器・人工内耳不要の
レシーバ内蔵受信機。

ロジャー マイリンク （ループ長：76cm）

ロジャー マイリンク ショートループ（ループ長：56cm）

各65,000円（税抜）
［製品コード］ （マイリンク）052-3219-D02M3
（マイリンク ショートループ）052-3226-D02M3

●2時間充電で約10時間使用できます。
※Tコイル特性のため、言語獲得中の
お子さまには推奨していません。

耳あな型やTコイル内蔵の補聴器、
人工内耳に対応。

ロジャー 18
ロジャー 19
各92,000円（税抜）

［製品コード］ （18）052-3281-D02xx　（19）052-3291-D02xx

●防水・防塵の国際保護等級「IP68」取得。
※上記の防水機能は補聴器と一緒に使う場合のみ有効です。

オーディオシュー不要の
フォナック補聴器専用 デザイン一体型受信機。

ロジャー 19

ロジャー エックス
92,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3113-X02P5

※電源は補聴器から供給されるので、
補聴器の電池寿命は短くなります。
※耳かけ型補聴器にはオーディオシューが
別途必要です。

他メーカーの耳かけ型補聴器や人工内耳にも
使用できるユニバーサル（３ピン）タイプ。

ロジャー エックス

受信機
販売店ご担当者様へ ご発注の際は、各製品コードの末尾2桁にカラー番号をご記入ください。 例）サンドベージュの場合 000-000-P1

●電池寿命は使用状況により異なります。●ロジャーは、マイクロホン（送信機）と受信機をセットでご利用ください。●ロジャー送受信機のバッテリー交換は有償（5,000円（税抜））です。
●防水・防塵性能は、完全防水とは異なります。●詳しくは当社ホームページをご覧ください。 www.phonak.com/jp/ja

LEDランプ搭載

集音距離を自動調整
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乳幼児
（0～5歳）

小学生
（6～12歳）

中学生以上
（13歳～）

補
聴
器

フォナック 
スカイ B
P/SP/UP

フォナック 
スカイ B-RIC

ロ
ジ
ャ
ー

送
信
機

ロジャー
タッチスクリーン マイク

ロジャー セレクト

ロジャー ペン

受
信
機

デザイン一体型受信機
ロジャー 18 / 19

ロジャー エックス

ロジャー マイリンク

ロジャー マイリンク 
ショートループ

ロジャー フォーカス

■ フォナック こどもライン年代別推奨製品一覧

＊1：3歳までは必須。それ以降の年齢では、選択が可能です。 ＊2：完全防水とは異なります。防水機能は補聴器と一緒に使う場合のみ有効です。

電池の誤飲を防ぐ、
電池ホルダーの「チャイルドロック」＊1

8歳以上のこども用

家庭および幼稚園・保育園での使用 学校および家庭での使用 学校および家庭での使用

Bluetooth®接続を必要とする親・こども用 家庭および放課後の使用

家庭および放課後の使用

学校、家庭および放課後の使用

学校、家庭および放課後の使用Bluetooth®接続を必要とする親・こども用

防水・防塵性能（IP68）＊2 防水・防塵性能（IP68）＊2 防水・防塵性能（IP68）＊2
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乳幼児
（0～5歳）

小学生
（6～12歳）

中学生以上
（13歳～）

補
聴
器

フォナック 
スカイ B
P/SP/UP

フォナック 
スカイ B-RIC

ロ
ジ
ャ
ー

送
信
機

ロジャー
タッチスクリーン マイク

ロジャー セレクト

ロジャー ペン

受
信
機

デザイン一体型受信機
ロジャー 18 / 19

ロジャー エックス

ロジャー マイリンク

ロジャー マイリンク 
ショートループ

ロジャー フォーカス

スカイ
B-P

スカイ
B-SP

スカイ
B-UP

スカイ
B-RIC

フ
ッ
ク

HE10 680
（ダンパー入りフック） ● － － －

HE10
（ダンパーなしフック） ▲ － － －

HE10 680 ミニフック
（ダンパー入りフック） ▲ － － －

HE10 ミニフック
（ダンパーなしフック） ▲ － － －

HE11 680
（ダンパー入りフック） － ● ● －

HE11
（ダンパーなしフック） － ▲ ▲ －

HE11 680 ミニフック
（ダンパー入りフック） － ▲ ▲ －

HE11 ミニフック
（ダンパーなしフック） － ▲ ▲ －

レ
シ
ー
バ

M（標準） － － － ▲

P（パワー） － － － ▲

UP（ウルトラパワー） － － － ▲
SPシェル必須

スリムチューブα ▲ － － －

パワースリムチューブ － ▲ ▲ －

耳
せ
ん

耳せん ● ● ● －

オープン型耳せん ▲ － － ● 
Mレシーバ

クローズ型耳せん ▲ － － ▲

パワー型耳せん ▲ － － ● 
Pレシーバ

イヤモールド ▲ ▲ ▲ ▲

スリムチップ ▲ － － ▲

SPシェル － － － ▲

● ： 標準装備 ／ ▲ ： オプション ／ － ： 選択不可

■ アクセサリーパーツ対応表

8歳以上のこども用

学校および家庭での使用 学校および家庭での使用

家庭および放課後の使用

家庭および放課後の使用

学校、家庭および放課後の使用

学校、家庭および放課後の使用

防水・防塵性能（IP68）＊2 防水・防塵性能（IP68）＊2
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