きこえの限界レポート
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補聴器選びに迷ったら
ロジャーが便利に
使えるフォナック！

61%
90%

□アクリル板で聞き取りにくい

あります。
そんなとき補聴器とマイクロホン

□マスク越しで声がこもる

を無線でつないで、聞こえをサポートする

□周りが騒がしくて聞き取りにくい

のが「ロジャー」。フォナック補聴器 ＊なら、

きこえの悩みをスマートに

「ロジャー オン iN」新登場
解決する

ロジャーの新機能がフルに使えます。
＊パラダイス／マーベルシリーズ（一部器種を除く）

職場の病院で

在宅勤務で

T様（50代・医師）

●

会議の時にロジャーを使っています。15名

●

位の小テーブルを囲んでの会議の場合でも、 プタ（iRig2と同様の役割を果たす接続ケー

iPadを使う時です。私はよくamazon music

各人の声をしっかりキャッチ。特にテーブル

ブル）
とUDトーク＊に使用するスマホ端末を

でコンテンツをストリーミングするのです

に置くと使いやすいですね。聞きたい方向

つなげていますが、
ロジャー セレクトもつな

が、
ストリーミング中に他の部屋に移動して

を自分で選択できますので、例えば窓側の

げることで音声が聞こえるようになるので、 もそのまま音楽を聴いていられるので快適

集音を抑えることで雑音を聞こえにくくし

イヤホン代わりとして重宝しています。在宅

です。音楽を聴きながら本を読んだり家事を

ています。オンライン会議でも重宝していま

勤務が増えているこの時世、本当におすすめ

したり、自由に過ごせるのが嬉しいですね。
ま

すよ。コンパクトなので鞄に入れて持ち歩い

なので皆さんにもぜひ活用してほしいです。

た、電話を着信する時にハンズフリーで通話

ています。出張にも持って行くんですよ。

＊音声文字化アプリ

ができる点も非常に便利です。

チェック！

Facebook @phonakjapan
Instagram @phonak ̲ japan

ロジャーユーザーの90%＊3が、
知人や家族にロジャーを
薦めています。

補聴器だけでは
音を拾いづらい範囲
□ 騒音が多い環境
□ 話者が離れているとき

スタンダードクラス

補聴器は、聞き手の1.5m以内に話者がいる
場合で、かつ騒音がある一定レベル以下であ
れば、最も威力を発揮します。しかし、話者と
聞き手との距離が1.5mを超えると音を拾い
にくくなり、ロジャーが必要になるのです。

□ 複数の話者がいるとき
聞き手との距離

エッセンシャルクラス

近距離

1.5m

遠距離

0m

「ロジャー」はワイヤレスマイクで音 声を補 聴器に届けます。
話し手

フォナック製品のご相談・ご用命は…

（受付時間：月〜金 9:00〜17:30 土日祝休み）

①送信機

聞き手

!

!

②補聴器
＋
受信機

ロジャーは①送信機（ワイヤレスマイクロホン）が集音し
②補聴器の受信機を通じて、補聴器に音声を直接届け
騒音下や離れた場所でのことばの聞き取りを改善できます。

FAX：0120-23-4080
許可番号 13B2X10021
本チラシの内容は2022年1月現在のものです。

028-2324-17

202201S-50000

SNSも

大きな騒音下のグループの会話では、補聴器だけを
使用している場合に比べて、
きこえが改善されます。

アドバンスクラス

静か

ロジャーが 便 利だと思うのは、iP h o n eや

補聴器とロジャーを一緒に使うと、
ことばの理解が最大61%＊2改善。

プレミアムクラス

しまきち様（70代・主婦・中等度難聴）

私はオンライン会議や動画視聴でUDアダ

きこえのブログではロジャーユーザーの
様々な声をご紹介。
ぜひご覧ください。

騒がしい環境でのことばの聞き取りに、
苦労していると報告されています。

補聴器が
得意とする範囲

補聴器

趣味の時間に

須藤千尋様（20代・会社員・重度難聴）

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

騒がしい

ロジャーをお使いいただいているお客様の声をご紹介します。

https://www.kikoeblog.jp/?cat=261

??

そこで、ロジャー！

補聴器をしていても聞き取りにくいシーンが

●

補聴器ユーザーの31%＊1が
きこえに限界を感じています。

＊1：Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market.
＊2：Thibodeau L. M. (2020). Beneﬁts in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings.
31(6), 404‒411. https://doi.org/10.3766/jaaa.19060
＊3：Taphuntsang, D. (2019). Market Research ID 1299.

22(6), 16.

ロジャーの
スマートなきこえを
動画で体験！

補聴器だけでは聞こえにくいシーン。「ロジャー」がサポートします。

01
シーン

たいせつな話、アクリル板越し、
マスク越しでもしっかり理解できた。

02
シーン

03
シーン

遠くにいる講師の声、
補聴器までちゃんと届けてくれる。

騒がしい場所で、
会話をしっかりキャッチ。

インタビューモード

プレゼ ンターモード

卓 上 モード

相手との間にアクリル板があったり、

広い会場のセミナーやカルチャー教室

カフェやフードコートなど騒がしい場

ディスタンスをとって聞き取りにくい

では講師の声が聞き取りにくいもの。

所ではロジャー オン iNを卓上に置く

とき、ロジャー オン iNを話し手に向

そんなときは 講 師 の 胸 元にロジャー

だけ。マイクロホンの指向性を自動で

ければ声を拾ってくれます。マスク越

オン iNをつけてもらえばOK。講師の

切り替えて話し手の声を拾ってくれま

しの会話で声がこもり、マスクで唇の

声を拾って、離れたところにいるあな

す。しかも、話し手の方向がわかる空間

動きが 見えず 聞き取りに不 自 由を感

たの耳元に届けてくれるから話の内容

情報も提供 ＊1 してくれるので、ことば

じる場合もサポートしてくれます。

もしっかり理解できます。

をさらに認識しやすくなります。

04

05

シーン

シーン

リモート会議も快適、
パソコンの音が聞き取りやすいから。

テレビだって、みんなと一緒に

フォナック補聴器のパラダイス／マーベルシリーズなら、ロジャー受信機の機能を補聴器
にインストールすることができ、外部受信機が不要になるので、ロジャーがより快適で
スマートに使えます。

テレビとつないで

リモート会 議 での 悩 みは 話 が 聞き取

家族みんなでテレビを観ているときは

れず理解できないことがしばしばある

音量が大きくなりすぎていないか気に

ことです。ロジャーをパソコンやタブ

なります。ロジャーをテレビにつなげば

レットにつなげば、音声を届けてくれ

音声を耳元に届けてくれるので、離れた

るので、オンラインでの会議にも積極

場所でも音量を上げずに楽しむことが

的に参加できるようになり、仕事の効

できます。同様にスマートフォンにつな

率もアップします。

いで音楽も満喫できます。

最 新 機能を搭 載 。今 イチ押し のロジャー送信機をご紹介。
オープン価格

14 ％小型化
27％軽量化

□軽く小さいから
着け心地快適
□ホコリや水が
入らないから
故障リスク削減

外部受信機が不要
※ナイーダ B-UPとナイーダP-UPの比較

あなたのニーズに合わせてご提 案 。

●話し手の方向がわかる
マルチビームテクノロジー 2.0＊1。

●スマートフォンで調節。
マイロジャーマイク アプリ対応。

ご注文は
お決まり
ですか？

●3つのマイクモード
（卓上モード、
プレゼンターモード、
インタビューモード）
で
多様なシーンをカバー。
●防水・防塵の国際保護等級
「IP54」
を取得。

フォナック補聴器（ パラダイス/
とのセットなら、
マーベル ）
便利な「ロジャーダイレクト＊2」が使えます。

いい音で楽しめる。

パソコンにつないで

ロジャー オン iN

？
ご 存 知 で すか

スマートフォンにインストール
することで 、聞きたい方 向など
をコントロールできます。

聞こえて
くる方向が
わかる！

詳細情報と
ダウンロードは
こちらから

フォナック補聴器 ＋ ロジャー送信機 おすすめセット
補聴器は
ロジャーダイレクト対応の
パラダイス／マーベルシリーズ

マルチに使いたいアクティブな方に

小グループでの会話を楽しみたい方に

ロジャー オン iN

ロジャー セレクト iN

or
耳かけ
タイプ

耳あな
タイプ

外付けの受信機不要

多様なシーンでフルに活用したい方には
新 機 能を 満 載したロジャー オン i N が
おすすめ。

会議など卓上モードでの使用が多い方
には、ロジャー セレクト iNがおすすめ。

＊1：ロジャー オン/ロジャー オン iNと接続したロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装用した場合のみ利用可能です。＊2：ロジャーダイレクト機能を有効にするには、
ロジャー オン iN／ロジャー セレクト iN（以下、
ロジャー iNマイクロホン）、
またはロジャーエックスが必要です
（有償）。
［ロジャーダイレクトご利用上の注意事項］●ロジャー オン iN、
ロジャー セレクト iNは、Bluetooth®を搭載していません。
ロジャー iNのマイクロホンは、
２つのロジャーエックスの受信機機能をパラダイス、
マーベルシリーズ補聴器にインストール可能です
（一部器種を除く）。●パラダイス、
マーベルシリーズ補聴器のロジャーダイレクト機能を利用するには、
ロジャー受信機の機能をパラダイス、
マーベルシリーズ補聴器にインストール
する必要があります。
インストールは、
２つの選択肢があります。‒ロジャーiNマイクロホンの受信機2台分の機能をインストール ‒ロジャーエックス
（シリアル番号が1744xxxxより大きいもの）
の受信機の機能をインストール ●ロジャー iNマイクロホンは保証期間が1年になります。●詳しくは販売スタッフまでお尋ねください。

