
マイフォナック アプリ
取扱説明書



はじめに

マイフォナックは、スイスのチューリッヒに拠点を置く、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ソノヴァが開発したア

プリです。本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

使用目的

マイフォナックアプリはお使いのスマートフォンを使用して、補聴器の

音量調整やプログラム変更、音質の微調整ができ、その設定をアプリ内

に保存できます。

Bluetooth® のマークおよびロゴは、Bluetooth SIG が所有する登録商標です。ソノヴァは、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。

Apple®、Apple のロゴ、iPhone および iOS は、Apple Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録
されています。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android™、Google Play、および Google Play のロゴは、Google Inc. の商標です。

一部のスマートフォンには、タッチサウンドやキーパッド

トーンがあります。

スマートフォンの設定に移動していただき、すべてのタッチサ

ウンドとキーパッドトーンが無効になっていることを確認

してください。

互換性の情報:
マイフォナック アプリは、Bluetooth® 接続が可能なフォ

ナック補聴器で使用できます。

Bluetooth Low Energy (BT-LE)機能を持つスマートフォンで
使用でき、iOS Version 10.2以降、iPhone 5s 以降の iPhoneと
互換性があります。またBluetooth 4.2およびAndroid
OS 6.0以降をサポートする Google Mobile Services(GMS)認証

の Android スマートフォンで使用できます。
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簡単な概要 - リモコン

ヒヤリング ダイアリー

リモコン リモコン

静かな環境(オートセンス OS 3.0)

オートセンス OS 3.0 明瞭度

周波数

音量

低音

大きな音を下げる 小さい音を上げる

中音 高音

ノイズリダクション

ことばの指向性

ダイナミクス

更新 保存

快適性

50% 50%

リモコン

プログラム リスト

設定

イコライザー

プリセット変更

音量

音の調整

ダイナミクス

現在の設定をカスタム

設定として保存

既存の設定 

を更新

左右の音量

調整

操作ガイド

現在の補聴器の

プログラム

電池の状態*

消音モード

* 電池の状態は、充電式補聴器でのみ表示されます。

ナビゲーション

9:41 AM 100 %9:41 AM 100 %



マイフォナック アプリのインストール

• スマートフォンが WiFi またはモバイル データ通信でインターネットに接続されていることを確認してください。

• Bluetooth® がオンになっていることを確認してください。

プライバシーに関する

通知

操作を続行してアプリ

を使用するには、[同意

する] をタップしてプ

ライバシーに関する通

知を受け入れる必要が

あります。

マイフォナック アプリを

開く

アプリを開いて、[次へ]

をタップします。

製品の向上

使用データを提供する

かどうか選択すること

ができます。ご提供い

ただく使用データは、

当社の製品向上に役立

てさせていただきます。

マイフォナックへようこそ

サービスを向上させるため
に皆様のご協力をお願いい

たします

プライバシーに関する通知

リモコン、遠隔サポート、およびヒヤリング 
ダイアリーの使用を開始する

使用データをご提供いただくと、製品とサービ

スの向上に役立てることができます。 
個人情報を第三者に販売することはありません。

これはプライバシー ポリシーの一環です。

選択内容は、アプリの設定の「分析」セクショ

ンでいつでも変更可能です。

詳細なポリシーを表示する

次へ 同意する

同意する

いいえ、結構です

アプリのダウンロード

ストアからアプリをダウ

ンロードします。続行す

るには Apple App Store ま
たは Google Play のパス

ワードを入力しなければ

ならない場合があります。

インストールが完了した

ら、マイフォナック アプ

リを開きます。

戻る

Sonova AG

64件の評価

17歳以上5.0
年齢

マイフォナック

入手する

お客様を識別し、モバイルアプリおよび弊社のモ

バイルサービスの各種機能を提供するために、お

使いの補聴器のシリアル番号、補聴器の設定と使

用状況などの個人データを弊社が収集する必要が

あります。サービス向上のため、一部のデータを

個人が特定できない形で利用させていただく場合

もあります。このモバイルアプリとモバイルサー

ビスを使用するには、プライバシーに関する通知

に十分目を通して、お客様のデータの使用につい

て同意くださるようお願いいたします。



フォナック補聴器とのペアリング 1/2

Bluetooth 対応の補聴器をマイフォナック アプリに接続するには、下記の説明に従ってお進みください。

ペアリングの説明
検出処理を始めるには 
[続ける] をタップしてく

ださい。[非充電式補聴
器] または [充電式補聴

器] をタップし、お使いの

補聴器用の説明をご覧く

ださい。

検出

互換性のある補聴器をア

プリで検出中です。検出

すると表示されます。こ

の処理にはしばらく時間

がかかる場合があります。

選択

お使いの補聴器がリスト

に表示されたら [選択] 
をタップしてください。

複数

複数の補聴器が検出され

ると、複数表示されます。

位置情報

Android スマートフォン

では、Bluetooth 補聴器と

初めてペアリングする際

に位置情報サービスを有

効にする必要があります。

初期設定が完了したら、

位置情報サービスは無効

に戻してかまいません。

補聴器の再起動 補聴器の再起動

探しています 探しています 探しています

マイフォナックがこの
機器の位置情報を取得
できるようにしますか?

拒否する 許可する

補聴器を再起動して Bluetooth® ペアリング モー

ドを有効にしてください。新しい電池または充電

済みの補聴器をご使用ください。

補聴器を再起動して Bluetooth® ペアリング モー

ドを有効にしてください。新しい電池または充電

済みの補聴器をご使用ください。

補聴器を探しています 補聴器を探しています 補聴器を探しています

Steve の左耳用の補聴器

Steve の右耳用の補聴器

Steve の左耳用の補聴器

Steve の右耳用の補聴器

Pete の左耳用の補聴器

説明を表示 表示

非充電式補聴器

充電式補聴器

続ける 続ける

選択 選択

選択

®

®



フォナック補聴器とのペアリング 2/2

補聴器のペアリング

補聴器がひとつずつ接続

されます。

すべての補聴器の確認

各補聴器が個別に表示さ

れるので、[ペアリング] 
をタップして確定してく

ださい。

ペアリングの完了

両方の補聴器のペアリ

ングが完了しました。

アプリは、自動的に次

の手順に進みます。

セットアップの完了

これでマイフォナック

アプリ使用をできる状

態になりました。[OK] 
をタップすると、メイ
ン画面が表示されます。

Bluetooth 対応の補聴器をマイフォナック アプリに接続するには、下記の説明に従ってお進みください。

Steve の左耳用の補聴器 Steve の左耳用の補聴器Steve の右耳用の補聴器

「Steve の右耳用の補聴器」が iPhone 
とのペアリングを要求しています。

Steve の右耳用の補聴器

Bluetooth ペアリングの要求

ペアリング完了

マイフォナック アプリを使用する準備ができま
した。

OK

ペアリングキャンセル

®



ペアリングに関するトラブルシューティング

設定中に起こり得るエラー

両方の接続に失敗

[再試行] をタップしてペ

アリング処理を再度実行

し、説明に従ってお進み

ください。

接続できません
インターネットにアクセ

スできること

と、Bluetoothが有効に

なっていることを確認

し、アプリを初期化して

補聴器と接続できるよう

にします。
処理を再度行うには [再
試行] をタップしてくだ

さい。

補聴器の接続エラー

片方の補聴器のペアリ

ングに失敗した場合、

次の手順で解決を試み

てください。(この処理

は、ペアリングに失敗

した片方の補聴器にの

み行います。)

1. 補聴器の電源を入り切
りします。

2. [再試行]をタップし、

ペアリング処理を再開
します。

互換性のない補聴器

互換性のない補聴器の

ため接続することがで

きません。

詳細については、お求

めの販売店にお問い合

わせください。

探しています

補聴器を探しています

Steve の左耳用の補聴器

Steve の右耳用の補聴器

Steve の左耳用の補聴器 Steve の左耳用の補聴器Steve の右耳用の補聴器 Steve の右耳用の補聴器

再試行
再試行 再試行

接続できません
アプリがお使いの補聴器に接続でき、プログラ

ムを読み込めるよう、インターネットと接続さ

れており、Bluetooth が有効になっていること

を確認してください。もう一度やり直してくだ

さい。

左側のみ接続します

®



リモコンのメイン画面

すべての補聴器で使用可能な機能

補聴器の音量調節

両耳で補聴器の音量を変

更するには、上下にスラ

イダーを動かしてくださ

い。

プログラムへのアクセス

プログラム リストにアク

セスするには、音量スラ

イダー上部のメニューを

タップします。使用可能

なプログラムは、聴覚専

門家が補聴器に適用した

設定ごとで異なります。

左右の音量調節

分割アイコンを押せば、

音量スライダーを分割し

て、左右それぞれ個別に

調節できます。

消音モード

消音アイコンを押せば、

補聴器を消音モードにす

ることができます。

アプリ内での

ナビゲーション

アプリのすべての機能
にメイン ナビゲーショ

ンからアクセスできま

す。（遠隔サポート、

ヒアリングダイアリー

は2020年以降導入予定

の機能です。）

オートセンス OS 3.0 オートセンス OS 3.0オートセンス OS 3.0

リモコン

リモコン

自分の補聴器

遠隔サポート

ヒヤリング ダイアリー

マイフォナック

マイ プロフィール

招待状

よくあるご質問

アプリのフィードバック

リモコンリモコンリモコン

プログラムの選択

オートセンス OS 3.0

ロジャーダイレクト + マイク

レストラン

テレビ観賞

音楽

マイ リビングルーム

スポーツ

ナビゲーション



リモコンのメイン画面

機能は、補聴器に適用のプログラム内容とお持ちのアクセサリーによって異なります。

プログラムの 

オプションにアクセス

一部のプログラムには、

さらに調節項目がありま

す。調整項目がある場合

は、設定アイコンを押し

てアクセスできます。

電池残量

充電式補聴器では、現在

の電池残量状況を確認す

ることができます。

環境バランス

外部ストリーミング機器

(テレビコネクター、音

楽)を使用する場合、周囲

の音よりもストリーミン

グの音に集中するよう選

択することができます。

電池残量低

電池残量が20%を下回

ると、アイコンが赤色

に変わります。早めに

補聴器を充電してくだ

さい。

分割 分割
閉じる

リモコン リモコンリモコン

バランス

周囲 マイク

オートセンス OS 3.0 オートセンス OS 3.0テレビ

リモコン



リモコンの設定

機能は、補聴器に適用のプログラム内容とお持ちのアクセサリーによって異なります。

プログラムの 

オプションにアクセス

一部のプログラムには、

さらに調節項目がありま

す。調整項目がある場合

は、設定アイコンを押し

てアクセスできます。

新しい設定の保存

カスタマイズした設定は、

名前を付けて保存するこ

とができます。保存した

カスタム 設定は、後か

ら簡単に使えるようにプ

ログラム リストに追加

されます。

リモコンの設定

設定画面では、以下の機

能にアクセスできます。

• プリセット変更

• 低音、中音、および高

音の調整。

• 音量調整

• ノイズリダクションと
ことばの指向性

• ダイナミクス調整

リモコンの設定

画面のサイズによっては、

すべての機能が一度に見

えない場合もあります。

閉じる 閉じる

リモコン

保存

完了

リモコン

静かな環境(オートセンス OS 3.0)

リモコン

快適性

周波数

音量

音量

ノイズリダクション

ことばの指向性

ダイナミクスノイズリダクション

ことばの指向性

保存 保存更新 更新

ことば

低音

低音

大きな音を下げる

中音

中音

高音

高音

小さい音を上げる

マイ レストラン

新しいプログラムの追加

オートセンス OS 3.0

リモコン



自分の補聴器

統計データ
この画面には、担当聴

覚専門家による前回の

面談以降の平均装用時

間が表示されます。

自分の補聴器
「自分の補聴器」画面

には、選択可能なすべ

ての設定が一覧表示さ

れます。また、充電式

のモデルの場合は電池

の状態も表示されます。

プログラム
選択できるすべてのプロ
グラムが、ここに一覧表
示されます。[>] を押す

と、選択したプログラム

の詳細が表示されます。

プログラムの名前のカス

タマイズ、カスタム プロ

グラムのアプリからの削

除もここで行えます。

補聴器を削除します

か？[はい、削除しま
す] を押せば、お使い

の補聴器を削除できま
す。 これを行うと、

このアプリを使用する

には再度補聴器のペア

リングを行う必要があ

ることに注意してくだ

さい。

機器を削除する

オートセンス OS 3.0

レストラン

音楽

テレビ観賞

ロジャーダイレクト + マイク

マイ リビングルーム

スポーツ

フィッティング済み

アプリ プリセット

アプリ プリセット

アプリ プリセット

アプリ プリセット

マイ カスタム設定

マイ カスタム設定

プログラム設定

プログラム

統計データ 統計データ

自分の補聴器

Audéo M90-R 毎日の平均装用時間

7.2時間/日

直近の聴覚専門家とのアポイントメント以降 (12-10-2019)

機器を削除する

統計データ

補聴器を削除しますか?
アプリを使用するには、補聴器を再度ペ

アリングする必要があります。

はい、削除します

キャンセル

自分の補聴器

Audéo M90-R



記号の説明

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。

このシンボルは、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。

CE マークにより、このフォナック製品が、医療装置の指令

93/42/EEC を遵守していることをソノヴァは確認します。 
CE マークは、2019年に取得しました。

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。

0459

安全に関する重要な情報 

個人のスマートフォンの使用に関する責任は、ユーザーに

あります。スマートフォンおよびアプリは慎重に扱うよう

お願いします。

過度な磁場の障害により補聴器が機器に反応しない場合は、

その強い磁場から離れてください。

補聴器が応答しない場合は、補聴器のスイッチが入ってい

るか、および電池が切れていないか確認してください。

音量を下げたり、ノイズリダクションを上げたりすると、 

警告や安全性関連の信号が聞こえにくくなる場合があります。 

それにより危険な状況につながる可能性があります。
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2019年に CE マークを取得




