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はじめに

マイフォナック ジュニア アプリは、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。本ガイドをよくお読みいただき、正しくご活用く

ださい。

使用目的

マイフォナック ジュニア アプリでは、ワイヤレスを使用して、可視化

された方法で補聴器の機能を選択、調整したり、状態情報にアクセスし

たり、エンドユーザーと聴覚専門家がコミュニケーションを取ったりで

きます。

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。 

iPhone® 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。 

Android は Google LLC の商標です。

IOS® は Cisco Systems, Inc. および/またはその関連会社の登録商標または商標で、米国および他の 

国々で登録されています。

互換性の情報:
マイフォナック ジュニア アプリを使用するには、Bluetooth® 
接続が可能なフォナック補聴器が必要です。

マイフォナック ジュニアは、Bluetooth® 低エネルギー

(LE)機能を持つスマートフォンで使用でき、iOS® バージ

ョン13.0以降を実行する装置と互換性があります。マイ

フォナック ジュニアは、Bluetooth® 4.2および Android OS 
7.0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。

本ガイドでは、マイフォナック ジュニア アプリの機能詳

細や、ユーザーによる操作方法についてご紹介し一部の機

能を親のみが使用できるようにするため、ペアレンタルコ

ントロールを用いて子供が使用できないように機能を 

ブロックする方法についても説明します。本ガイドをよく

読んでから、アプリをご利用ください。
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簡単な概要 - リモコン

リモコン 設定の調整

*スカイ マーベル補聴器のオートセンススカイ OS 3.0、およびナイーダ P-UP 補聴器の AutoSense OS™(オートセンス OS)4.0。 
**充電式補聴器でのみ有効

ヒアリングダイアリー

設定の調整こんにちは、 
テレサさん
いかがお過ごしでしょうか。

実行中のプログラム

音量

最小 最大

自動

設定の調整

テレ
ビ

快適性

ノイズリダクション

ことばの指向性

背景雑音を減らしますか?

声がよく聞こえるようになるために

詳細設定を閉じてホーム画面に戻り、自動プ
ログラムを再び有効にするのを忘れないでく
ださい。有効にすると、その環境での音の聞
こえがよくなります。

プログラム リスト

設定

音の調整

インストラクション

音の調整

現在の補聴器の

プログラム*

電池の状態**

ミュート
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簡単な概要: リモートサポート

リモートサポート通話 リモートサポート通話

あなたの映像

通話終了

マイクロホン  
オン / オフ

聴覚専門家の映像

ビデオ  
オン/オフ

カメラ ビュー

*一部の国でのみ、なおかつ一部の聴覚専門家によってのみ利用可能です。

ビデオを開始します...
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マイフォナック ジュニア アプリのインストール

•  スマートフォンを WiFi または携帯電話回線でインターネットに接続します。

•  スマートフォンの Bluetooth をオンにします。

•  一部の国では、リモートサポートを有効にするには担当聴覚専門家からのマイフォナックへの招待が必要です。*

招待メール** 
(一部の国でのみ必要)聴
覚専門家から携帯電話に

届いた招待メールを開き

ます。

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 ジュニア 
アプリを開く

アプリを開いて、使って

みるをタップします。

保護者の同意

親や保護者は、アプリ

を使用するため保護者

の同意を承認する必要

があります。マイフォ

ナック ジュニア アプリ

は、プライバシーに関

する通知に記載された

情報に基づき未成年に

関するデータを収集お

よび使用します。  

マイフォナック ジュニア 
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。インス

トール完了後、マイフォ

ナック ジュニア アプリ

を開きます。

*一部の国でのみご利用いただけます。このサービスをご利用いただけるかどうかについては、お近くの聴覚専門家にご確認ください。

**リモートサポートにのみ該当

マイフォナック ジュニア アプリ
にようこそ!

受信(1)

差出人: no-reply@phonak.com
宛先: alex.stevens@axecapital.com

マイフォナック アプリへのご招待

5月13日2019年15:04

こんにちは
アレックス スティーブ
ンス様

マイフォナックを使用すれば、自宅にいな

がら、担当聴覚専門家とコミュニケーショ

ンを取ったり、お使いの補聴器をカスタマ

イズしたりできます。

次の3つの手順に従って開始してください。

1     マイフォナック アプリをダウンロード

して開きます。

アプリのダウンロード

詳細

保護者の方へ

プライバシーに関する通知

マイフォナック ジュニアを使い始めるマイフォナック ジュニアを使い始める 保護者の同意

このアプリで素晴らしい体験を発見し

ていきましょう。操作方法はご両親と

一緒に確認してください。

このアプリは、プライバシーに関する通知で

詳しく説明されている情報に従って未成年に

関するデータを収集し、使用します。

詳細なポリシーを表示する

同意する 同意する使ってみる

同意する

戻る

Sonova AG

64件の評価

6歳以上5.0
年齢

マイフォナック 
ジュニア

入手する
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対象補聴器とのペアリング*

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

ペアリングの説明

続けるをタップし、ご使

用の補聴器に対する説明

に従います。

探しています

互換性のある補聴器を探

しています。見つかった

ら、アプリに表示されま

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。ご使用の補聴器をハ

イライトするには、その

補聴器のボタンを押して

ください。

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、

位置情報サービスを無効

に戻していただいてもか

まいません。

補聴器をマイフォナック ジュニア ア
プリに接続して開始しましょう!

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 ジュニ
アがこの機器の位置情
報を取得できるように
しますか?

許可しない 許可する

補聴器を再起動してから下のボタンを押し

てください。補聴器がアプリとペアリング

されます。  
新しい電池または充電済みの補聴器をご使

用ください。

非充電式モデルの操作方法

充電式モデルの操作方法

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

テレサの左の補聴器

テレサの右の補聴器

テレサの左の補聴器

テレサの右の補聴器

ピートの左の補聴器

表示

続ける 続ける

選択 選択

選択

*スカイ M、スカイ リンク M、ナイーダ P-UP の補聴器に対応。

**Bluetooth ストリーミング:  ご使用の補聴器で音楽をストリーミングしたり、電話を受けるには、[設定] > [Bluetooth]の順に進み、接続機器のリストにその補聴器を加えてください。その後、アプリに

戻りペアリングを続けます。 

補聴器の接続補聴器の接続補聴器の接続補聴器の接続 補聴器の接続
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対象補聴器とのペアリング*

補聴器のペアリング

補聴器が１台ずつ接続さ

れます。

すべての補聴器の確認

Apple 機器では、補聴器

ごとにポップアップ画面

でペアリングをタップし

て、ペアリングを承認し

てください。

ペアリング完了

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。

設定完了

これで、アプリで互換

性のあるすべての機能

が使用できる状態にな

りました。続けるをタ

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 ジュニア アプリに接続するには、下記説明に従ってお進みください。

テレサの左の補聴器 テレサの左の補聴器テレサの右の補聴器 テレサの右の補聴器

「テレサの右の補聴器」がお使いの 
iPhone へのペアリングを求めています。

Bluetooth ペアリングの要求

ペアリング完了!

続ける

ペアリングキャンセル

補聴器の接続補聴器の接続 補聴器の接続

*スカイ M、スカイ リンク M、ナイーダ P-UP の補聴器に対応。

**Bluetooth ストリーミング:  ご使用の補聴器で音楽をストリーミングしたり、電話を受けるには、[設定] > [Bluetooth]の順に進み、接続機器のリストにその補聴器を加えてください。その後、アプリに

戻りペアリングを続けます。 
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ペアレンタルコントロール

ペアレンタルコントロー

ルを有効にする

ペアレンタルコントロー

ルは、アプリの搭載中や

起動中、もしくは親や保

護者が後でいつでも有

効にできます。この機能

を使い、リモートサポー

ト、充電式補聴器の自動

電源オン機能、Bluetooth 
通話用のバンド幅選択に

対するアクセスを制限で

きます。  

PIN コードを作成する 
4桁の PIN コードを定義

し、ペアレンタルコント

ロールを有効にします。

この PIN コードは、親や

保護者がいつでも変更し

たりリセットしたりでき

ます。

バックアップの質問

バックアップの質問を

選び、正しい回答を入

力します。4桁の PIN コ
ードを忘れた場合は、

この質問を使い、制限

的な機能にアクセスし

ます。 

ペアレンタルコントロー

ルが有効になりました

バックアップの質問を選

び、回答を入力したら、

ペアレンタルコントロー

ルを有効にできます。 
ペアレンタルコントロー

ルは、不要な場合はアプ

リ メニューからも無効

にできます。 

マイフォナック ジュニア アプリでペアレンタルコントロールを有効にするには、下記手順に従ってください。

ペアレンタルコントロールが有効に

なりました

バックアップの質問と答えを作

成する
PIN コードを作成する

ペアレンタルコントロールを有効に
しますか?

2 3 7 1

続ける有効にする

続ける

有効にする

ペアレンタルコントロールペアレンタルコントロールペアレンタルコントロールペアレンタルコントロール

質問を選択してください

答えを入力してください

愛読書は何ですか?

誰がために鐘は鳴る

パスワードを設定すると、詳細設定とリモート

サポートにはパスワードがないとアクセスでき

なくなります。スキップしても、[マイ プロフィ

ール]で後からいつでも設定できます。

さらに詳しく

PIN を入力してください
PIN コードを忘れた場合、以下で選択し

た質問の答えを求められます。

今はスキップする
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カスタマイズ

カスタマイズをスタート

搭載中、または後で、 

ホーム画面のプロフィー

ル セクションからカスタ

マイズを開始できます。  

ユーザー プロフィール名

ユーザー名を選択します。 
ユーザー プロフィール

写真

プロフィール写真を選び

ます。この手順はスキッ

プして、プロフィール 
セクションから後で設定

できます。 

追加のオプション

他にもカスタマイズの

オプションがあり、ア

プリの背景色テーマを

変更したり、仮想補聴

器とイヤフックの色を

変更したりできます。

マイフォナック ジュニア アプリでカスタマイズ オプションを使うには、下記手順に従ってください。

お名前を入力してください。

順調です! アプリの使用環境
をカスタマイズする手順があ

と少し残っています。

テレサさん、はじめまして! 
プロフィール写真をアップロード

しますか?

テレサさん、設定が完了しました!
始めましょう 

プロフィールを設定しましょう。プロフィールを設定しましょう。プロフィールを設定しましょう。プロフィールを設定しましょう。

写真をアップロードする

続ける

アプリを使い始めるスタート
今はスキップする

名前

テレサ
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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

トラブルシューティングの詳細については、フォナック サポート ページでご確認ください。

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。

補聴器の接続エラー

補聴器の片方のペアリン

グに失敗した場合、下記

いずれかの手順で解決を

試みてください。

1.  再試行をタップし、ペ

アリング処理を再開し

ます。

2. この処理は、片方の補

聴器にのみ行います。

互換性のない補聴器

互換性がないため、補聴

器を接続することができ

ません。

詳細については、担当の

聴覚専門家にお問い合わ

せください。

再試行

再試行左側だけを接続

補聴器の接続 補聴器の接続 補聴器の接続

探しています

補聴器を探しています

テレサの左の補聴器

テレサの右の補聴器

テレサの左の補聴器テレサの左の補聴器 テレサの右の補聴器テレサの右の補聴器
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リモコンのメイン画面

下記の機能はすべての補聴器でご利用いただけます。

補聴器の音量調節

ダイヤルのスライダー

を移動し、音量を変更

します。 

実行中のプログラムを

変更 
実行中のプログラムを 

タップし、特定の聞こえ

環境に合わせて調節しま

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に

異なります。

ミュート

ミュートアイコンをタッ

プしていただくと、補聴

器がミュートされます。

情報

さまざまな機能の詳細

情報にアクセスするに

は、i アイコンを押して

ください。

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。

設定の調整

設定画面では、以下の機

能にアクセスできます。

•  ノイズリダクション 
•  ことばの指向性

こんにちは、 
テレサさん

こんにちは、 
テレサさん

こんにちは、 
テレサさん

いかがお過ごしでしょうか。 いかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。

実行中のプログラム 実行中のプログラム実行中のプログラム

最小 最小最小最大 最大最大

自動 自動自動テレ
ビ

テレ
ビ

テレ
ビ

ノイズリダクション

ことばの指向性

背景雑音を減らしますか?

声がよく聞こえるようになるために

詳細設定を閉じてホーム画面に戻り、自動プ

ログラムを再び有効にするのを忘れないでく

ださい。有効にすると、その環境での音の聞

こえがよくなります。

ノイズリダクションは、ことばは聞こえ

る状態のまま、不快な環境騒音を減らす

機能です。

設定の調整 設定の調整設定の調整
続ける

音量 音量音量

設定の調整

ノイズリダクション

ノイズリダクションとは
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マイフォナックのアカウントの設定*

(一部の国でのみ必要)

リモートサポートを使用するには、マイフォナック アカウントを使用して、担当聴覚専門家から招待状を受け取る必要があります。 
これらのサービスは一部の国でのみ、なおかつ一部の聴覚専門家によってのみ利用可能となっています。あらかじめご了承ください。

スタート

リモートサポートなどの

一部の機能は、自分専用

のマイフォナック アカウ

ントにログインしないと

使用できません。  
新規アカウントを作成す

るには、登録をタップし

ます。 

アカウントの作成

すべてのフィールドに情

報を入力してアカウント

を作成します。入力が完

了したら、続けるをタッ

プします。

パスワードの設定

パスワードを作成します。

パスワードは、長さが6文字

以上で、少なくとも1つの数

字または文字を含んでいな

ければなりません。入力し

終えたら、続けるをタップ

してアカウントをセット 

アップしてください。

アプリがインターネットに

接続して、アカウントの 

セットアップを行います。

この処理にはしばらく時間

がかかる場合があります。

アカウントが作成されま

した

アカウントが作成された

ら、アカウントを有効に

するためのリンクが含ま

れた電子メールが送信さ

れます。電子メールの受

信トレイを確認してくだ

さい。

ログインしていません

アカウントが作成されましたマイフォナック アカウントを作
成します

パスワードの設定

6文字以上で数字または文字1文字以上を組み

合わせたパスワードを入力してください。

リモートサポートを使用するには、アカ

ウントと聴覚専門家からの招待メールが

必要です。

アカウントを有効にするためのリンクをお送

りしました。電子メールの受信トレイを確認

してください。

ログイン

続ける

続ける

すでにアカウントをお持ちの場合

電子メールアドレス パスワード

名 パスワードの確認

姓

居住国

ここに入力してください ******

ここに入力してください ******

ここに入力してください

選択

ログイン
ログイン

登録

*このサービスをご利用いただけるかどうかについては、お近くの聴覚専門家でご確認ください。 

リモートサポート アカウントの作成 アカウントの作成 アカウントの作成
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招待コードの追加*

(一部の国でのみ必要)

リモートサポートを使用するには、マイフォナック アカウントを使用して、担当聴覚専門家から招待状を受け取る必要があります。 
これらのサービスは一部の国でのみ、なおかつ一部の聴覚専門家によってのみ利用可能となっています。あらかじめご了承ください。

招待状がありません

リモートサポートなどの

一部の機能を使用するに

は、担当聴覚専門家から

招待状を受け取る必要が

あります。 
既にコードがある場合

は、招待を追加をタップ

してください。詳細情報

を読む場合は、コードが

ありませんをタップしま

す。

リモートサポートをご使用

いただくには

•  このサービスについて、

担当聴覚専門家にご相談

ください*

•  担当聴覚専門家から招待

メールを受け取ります。

•  電子メール内の [招待を

承認] をタップするか、

またはコードをアプリに

手動で入力します。

マイフォナック招待コー

ドの入力

担当聴覚専門家から招待

メールで受け取った9桁
のコードを入力してくだ

さい。入力し終えたら、

続けるをタップして、招

待コードを確認してくだ

さい。

招待コードを確認してい

ます

アプリがインターネット

に接続して、招待コード

を確認します。これには

しばらく時間がかかる場

合があります。

招待コードが承認されま

した

これで招待コードが承認

されました。自動的にリ

モートサポート開始画面

に進みます。

聴覚専門家からの招待電子メールに記載され

ている9桁の招待コードです。

リモートサポートをご使用いただくには、以

下の点をご確認ください。

予約時間になったら[スタート]を押して

ください!

インターネット接続が動作し

ている。

お使いの補聴器はフル充電された

状態または新しい電池が装備され

ている状態。

リモートサポートを使用するには、アカ

ウントと聴覚専門家からの招待メールが

必要です。

招待状がない場合

招待状を追加 スタート

続ける

OK

*このサービスをご利用いただけるかどうかについては、お近くの聴覚専門家でご確認ください。 

招待コードが承認されました招待コードを確認しています

招待コードを入力する準備はよろしいですか?

276 945 471

招待状がありません

リモートサポート リモートサポート 招待状の追加招待状の追加 招待状の追加
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リモートサポート セッション

カメラとマイクロホンへ

のアクセス

OK をタップして、マイ

フォナック ジュニア ア
プリにカメラとマイクロ

ホンへのアクセスを許可

してください。 

リモートサポート  
セッションの開始

予約時間になったら、マ

イフォナック ジュニア 
アプリを開いてスタート

をタップして、フォナッ

ク リモートサポートを受

ける準備ができているこ

とを担当聴覚専門家に知

らせてください。

ビデオ通話への応答

自動的に聴覚専門家に接

続されます。応答するを

タップして、担当聴覚専

門家からの着信に応答し

ます。

マイフォナック通話へ

のアクセス

Android スマートフォ 

ンをお使いの場合は、

許可をタップして、マ

イフォナック ジュニア 
アプリに通話の発信と

管理を許可します。

モバイル データ通信を使用している場合は、携帯電話のプロバイダーから課金される可能性があります。フォナック リモートサポート  
セッションを開始する前に、ご利用の電話プロバイダーに確認してください。 
音声のみの通話では10分間で約30MB 使用されるところ、リモートサポート セッションでは、10分間のビデオ通話で約56MB が使用されます。

リモートサポートをご使用いただくには、以

下の点をご確認ください。

リモートサポートをご使用いただくには、以

下の点をご確認ください。

予約時間になったら[スタート]を押して

ください!

予約時間になったら[スタート]を押して

ください!

スタート スタート

準備はよろしいですか? 準備はよろしいですか?

リモートサポート リモートサポート

アン スミスさん
が呼び出し中

[応答する]

拒否

マイフォナック ジュニア 
が通話の発信と管理を行

えるようにしますか?

許可しない 許	可3/3

「マイフォナック ジュニア」は、

マイクロホンにアクセスします。 
ビデオ/音声チャットを使用して担当聴覚専

門家からのリモートサポート セッションを受

けるには、マイフォナックがマイクロホンに

アクセスできる必要があります。

許可しない OK

リモートサポートをご使用いただくには、以

下の点をご確認ください。

予約時間になったら[スタート]を押して

ください!

インターネット接続が動作し

ている。

お使いの補聴器はフル充電された

状態または新しい電池が装備され

ている状態。

スタート

準備はよろしいですか?

リモートサポート リモートサポート
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リモートサポート セッション

リモートサポート セッション中は、必要に応じてビデオや音声のオン/オフを切り替えて、通話体験をパーソナライズできます。

ビデオ通話の開始

数秒後に、ビデオの映

像がセットアップされ

て、あなたの担当聴覚

専門家が見えるように

なります。

ビデオなし

自分の映像を表示したく

ない場合は、ボタンを 

タップしてビデオを無効

にできます。

通話中

担当聴覚専門家に接続さ

れています。

補聴器の接続

担当聴覚専門家がお使い

の補聴器に接続する必要

が生じたら、お使いのス

マートフォンを使用して

遠隔操作でこの接続を行

えます。

担当聴覚専門家がお使い

の補聴器に接続すると、

担当聴覚専門家からその

旨伝えられます。

新規設定の保存

接続処理中と補聴器の

設定の保存中に、補聴

器が短い時間ミュート

になります。現在の状

態は、画面でご確認い

ただけます。

ビデオを開始します...

接続しました 終了しました

左
接続しました

左
接続を解除し
ました

右
接続しました

右
接続を解除し

ました
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自分の補聴器

カスタマイズ

イヤフックと装置名がア

プリに表示される補聴器

の色は変更できます。 

接続解除

接続解除を押せば、お使

いの補聴器を削除できま

す。 
同じ補聴器を再度使用し

たい場合、改めて補聴器

をアプリとペアリングす

る必要があります。

保護者ロック

ペアレンタルコン

トロールでは、小

さい子供が補聴器

接続を誤って切断

しないようにする

ことができます。  

機能は、補聴器に適用されたプログラム内容とお持ちのワイヤレスアクセサリーによって異なります。

*特定の補聴器でのみ有効

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。充電式のモデルの場

合は、電池の状態も表示

されます。

利用可能な設定は補聴器

によって異なり、以下を

含むことがあります。

•  プログラム

•  自動電源オン動作

• Bluetooth 通話

まだ一人でログインできる年

になっていません

スカイ マーベル

プログラム

自動電源オン動作

Bluetooth 通話

変更を保存続ける

カスタマイズ

カスタマイズ自分の補聴器
接続解除

このセクションにアクセスしたい場合

は、保護者にお願いしてください。

あなたは通常、平均して1日に7時間30分
補聴器を装用しています。

フォナック スカイ マーベル M90-PR 耳かけ型

接続解除

選択できるすべてのプログラムが一

覧表示されます。カスタム プログ

ラムを編集することができます。

オート電源オン機能を有効ま

たは無効にする

通話用に Bluetooth 接続を

選択する

アプリを使用するには、補聴器を再度

接続する必要があります。 

キャンセル 接続解除

接続解除

PIN コードを忘れた場合

2 3 7 1

PIN を入力してください

補聴器の名前を変更

色の組み合わせを選択

マイ スーパー フォナック
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危険警告 

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。 

 

増幅を下げたり、雑音キャンセラーを上げたりすると、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。

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。

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、2021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

製品の安全性に関する情報 

取扱説明書の書面コピー(無料)を入手するには、お近くのソ

ノヴァ代理店にお申し付けください。7日以内にコピーをお

送りします。 

 

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。

Bluetooth を有効にしてください。補聴器を接続するに

は、Bluetooth を有効化する必要があります。
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