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報道関係者各位 
2018年 8月 2日 

ソノヴァ・ジャパン株式会社 

フォナックから 5つの新製品登場  
-フォナックの代名詞 ５代目となるパワータイプ補聴器 「 フォナック ナイーダ B」  
-業界随一の小児専用補聴器 「 フォナック スカイ B」 
-補聴器と一緒に使う CROS補聴システム初の充電タイプ 「クロス B-R 」 
-デジタルワイヤレス補聴援助システムの新製品 「ロジャー セレクト 」 「ロジャー リ

ピーター」 を発売 
 

聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニー フォナックは、2018年 8月 2日に、補

聴器 2種、ワイヤレスアクセサリー 1種、及びデジタルワイヤレス補聴援助システムの新製品 2種の発売を

お知らせ致します。 
 

ソノヴァ･ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齋藤 広幸）は、補聴器の新製品として、フォナック

の代名詞、そして業界を代表するパワータイプの補聴器 「フォナック ナイーダ B」 、業界唯一の小児専用補聴器 「フォ
ナック スカイ B」 、補聴器と一緒に使用することで一側性難聴へのソリューションとなる CROS補聴システムとして初とな
る充電タイプの 「フォナック クロス B-R」、障害者差別解消法の施行依頼需要の急増している、デジタルワイヤレス補聴
援助システムロジャーの送信機 「 ロジャー セレクト 」と中継機 「ロジャー リピーター 」 を 2018年 8月 2日より発売い
たします。 

 
・「 フォナック ナイーダ B 」 は、高重度難聴者向けに開発されたパワータイプ補聴器で、業
界製品で唯一 10年以上に渡り同じ製品名のまま、世界中で愛されています。 

また高重度難聴者向けの補聴器として初めて充電可能な RIC タイプ 「フォナック ナイーダ

B-R RIC」 がラインナップに加わり、よりユーザーの利便性を向上する選択肢が増えました。 

 

 
・「 フォナック スカイ B 」 は、2016年7月に発売した、業界随一の小児専用補聴器 「 フォナ

ック スカイ V」の後継器種です。スカイ シリーズはカラフルな本体とフックを選んで組み合わせ

を自由に楽しめる選択性を持ち、こどもに特化した聴覚処方式を施した 「 オートセンス スカイ

OS 」が搭載されています。 「子どもは小さな大人じゃない」 という哲学のもと業界で唯一、小

児に特化した聴覚補聴器の研究・開発チームをもつメーカーとしてのフラッグシップモデルとも

言える製品です。 

 

 ・「 フォナック クロス B-R 」 は、補聴器と一緒にご使用いただくことで、一側性難聴の方の
聞こえをサポートする CROS送信機です。一緒にお使いいただく補聴器は 「オーデオ B-R」と

なり、一側性難聴の方にも、補聴器、クロス送信機の電池交換の手間を 省いていただくこと

が可能になりました。 
 
 

  

・「 ロジャー セレクト 」 は、言葉の聞き取りに特化したデジタルワイヤレスの補聴援助システ
ムです。補聴器、人工内耳を使っても言葉の聞き取りが難しい環境（主に“話し手と聞き手の

距離が遠い”、“周囲に騒音・反響音がある”、“複数人での会話”）で、よりクリアな聞こえを

実現する送信機と受信機が必要となります。今回新登場した「ロジャー セレクト」 は胸元につ
けたり、卓上に置いたりして使うことが出来るロジャー送信機で、聞きたい報告からの声を自

分で選べるセレクト機能が特徴です。 

「ロジャー リピーター」 は送信機と受信機の接続距離を延長することが出来る中継機で、 

               今まで学校現場で課題になっていた体育館などの広い場所でのロジャーの使用をサポートす 

               る製品です。 
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【新製品】 補聴器    フォナック ナイーダ B 
                フォナック スカイ B 

アクセサリー  フォナック クロス B-R 
       ロジャー    ロジャー セレクト 
                ロジャー リピーター 
【発売日】  2018年 8月 2日（木） 

 

【新製品の概要詳細】 

■フォナック ナイーダ B                     ■フォナック スカイ B 

フォナック補聴器→聞こえのソリューション→        フォナック補聴器→聞こえのソリューション→ 

よりパワフルな聞こえが必要なユーザー            お子様の聞こえ 

→ ナイーダ B                          → スカイ B 

 

 

 

 

 

 

■フォナック クロス B-R                     ■フォナック ロジャー セレクト / ロジャー リピーター 

フォナック補聴器→聞こえのソリューション→        フォナック補聴器→聞こえのソリューション→ 

片側の聞こえ→クロス B                     アクセサリー → ロジャー 

 

 

 

 

 

 

 

【価格】 

補聴器 ：  

フォナック ナイーダ B (認証番号：230ABBZX00071000) 

＜通常（空気亜鉛電池）タイプ＞ 

製品名 価格（非課税） 

ナイーダ B90-SP / UP 片耳 500,000 円 

ナイーダ B70-SP / UP 片耳 350,000 円 

ナイーダ B50-SP / UP 片耳 250,000 円 

ナイーダ B30-SP / UP 片耳 180,000 円 

 
＜充電タイプ＞ 

製品名 補聴器（非課税） 充電器（税込） 合計 

ナイーダ B-R 90-RIC 片耳 568,000 円 12,000 円 片耳 580,000 円 

ナイーダ B-R 70-RIC 片耳 418,000 円 12,000 円 片耳 430,000 円 

ナイーダ B-R 50-RIC 片耳 308,000 円 12,000 円 片耳 320,000 円 

※ チャージャーケース RICが充電器として標準付属となります。 
※ オーダーシェルが必要な場合は、別途オーダーシェル代金が必要です。 
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フォナック スカイ B (認証番号：230ABBZX00056000) 

製品名 価格（非課税） 

スカイ B90-P / SP / UP/ RIC（M/P/UP） 片耳 400,000 円 

スカイ B70-P / SP / UP/ RIC（M/P/UP） 片耳 280,000 円 

スカイ B50-P / SP / UP/ RIC（M/P/UP） 片耳 200,000 円 

スカイ B30-P / SP / UP/ RIC（M/P/UP）  片耳 137,000 円 

※ フォナック スカイ Bは、【こども価格】適用済みの価格です。 

※ オーダーシェルが必要な場合は、別途オーダーシェル代金が必要です。 

 
アクセサリー  

カテゴリ 製品名 価格（税抜） 

CROS補聴システム フォナック クロス B-R 110,000 円 

充電器 チャージャーケース RIC 11,111 円 

充電器 パワーパック 10,000 円 

充電器 ミニチャージャー RIC 7,000 円 

 

ロジャー 
カテゴリ 製品名 価格（税抜） 

ロジャー送信機 ロジャー セレクト  128,000 円 

中継機 ロジャー リピーター 78,000 円 
 

以上 

 
 

■ フォナックについて 

70 年前以上前から補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強

い協力関係の下、製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOL の向上に貢献してきました。 

フォナックの多彩な製品は世界 100 カ国以上で愛用されています。補聴器の小型化、性能の分野において補聴器

業界のベンチマークとして位置づけられ、聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。詳細は

www.phonak.com/jp/ja まで。 
 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 郷司 03-5436-4070 

フォナック・フリーコール TEL: 0120-04-4079（月～金 9:00～17:30 土日祝休み）  
 
 

Phonak – Life is on 
「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、よりよい知識、アイデア、そして聴覚ケアをお届けする。 

フォナックは、人々がそれぞれの人生において、豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、 

これからも独創的な発想で聞こえのバリアを感じない世界を実現するために日々努力しつづけます。 

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。豊かな人生のために、さあ Life is on！ 

 

 

 


