フォナック リモート
取扱説明書

はじめに

目次

フォナック リモートは、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により開発されたアプ
リです。このユーザー ガイドを熟読し、装置の利用可能な機能をすべて活用し
てください。
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使用目的
フォナック リモート アプリは、Android™ および Apple® iOS スマートフォン1
で、フォナックの補聴器の一部の機能を調整するために使用します。
互換性の情報:
フォナック リモート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。
フォナック リモートは、Bluetooth 低エネルギー(BT-LE)機能を装
備したスマートフォンで使用でき、バージョン10.2以降の iOS を
実装した iPhone 5s 以降のスマートフォンと互換性があります。
また、フォナック リモートは、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
マートフォンでも使用できます。

設定			
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記号の情報と説明
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一部の電話には、タッチサウンドやキーパッドトーンがあり、
補聴器へのストリーミングをシミュレートできます。
電話設定に移動してサウンドを選択し、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。

互換性のある電話: フォナック リモート アプリは、Bluetooth® LE モード対応(BLE)を装備した電話とのみ併用で
きます。

1

Bluetooth® の言葉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。
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クイック ガイド

フォナック リモート

現在の補聴器の
プログラム

プログラムリスト

オートセンスOS 3.0

フォナック リモート

設定
プログラム

オートセンスOS 3.0

使用可能なプログラム
(聴覚専門家が設定
します)

静かな場所での会話

音楽

現在の補聴器の
プログラム

テレビ

音量スライダー

音量の調節のサイド選択

分割

メイン画面

分割

プログラム リスト
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アプリの初回起動
アプリのインストール後、いくつかの手順を行う必要があります。これらは、一度だけ行うのは一度だけです。

プライバシーに関する通知
互換性のある機器
このアプリは、Bluetooth® 接続が可能な補聴
器にのみ対応しています。

識別およびサービス提供のため、補聴器のシ
リアル番号、設定、使用状況を収集します。
また、サービス向上のため、匿名化データを
分析します。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に関す
る通知の一環です。

詳細を表示

続ける

許可

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
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に関する通知の
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。

プライバシー ポリシー
アプリを使用するには、
プライバシーポリシーを
[許可]する必要があります。

位置情報を有効化する
補聴器を接続するには、位置情報サービスを有
効化する必要があります。

同意する
いいえ、結構です

互換性のある機器
このアプリは、Bluetooth
接続が可能なフォナッ
ク補聴器でのみ使用可
能です。

Bluetooth の有効化
補聴器を接続するには、Bluetooth を有効化する
必要があります。

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、今後の製
品向上に役立てることが
できます。

すぐに有効化する

デモ モードを使用する

Bluetooth
アプリを使用するには、
Bluetooth を有効にし、
補聴器と通信できるよう
にする必要があります。

デモ モードを使用する

位置情報
Bluetooth 補聴器とペア
リングする際、Android
スマートフォンで位置
情報サービスを有効に
する必要があります。
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フォナック補聴器とのペアリング
Bluetooth 対応の補聴器をフォナック リモート アプリに接続するには、下記の説明に従ってください。

補聴器の再起動
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。

説明を表示
充電式ではない補聴器
充電式補聴器

検出しています

検出しています

検出しています

補聴器を検出しています

補聴器を検出しています

補聴器を検出しています

Steve の左耳用の補聴器
Steve の右耳用の補聴器

接続

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

接続

接続

続ける

デモ モードを使用する

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。Non-rechargeable
(充電式ではない)または
rechargeable hearing aids
(充電式補聴器)をタップし、
お使いの補聴器の説明を
ご覧ください。

検出しています
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。

選択
お使いの補聴器がリスト
に表示されたら[接続]
をタップします。

複数
複数の補聴器が検出される
と、複数表示されます。
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補聴器の接続
Bluetooth 対応の補聴器をフォナック リモート 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 の右耳用
の補聴器

補聴器のペアリング
補聴器がひとつずつ
接続されます。

Bluetooth ペアリングの要求

Bluetooth ペアリングの要求

「Steveの左耳用の補聴器」を
iPhone とペアリングします。

Steveの左耳用の補聴器を
iPhone とペアリングします。

キャンセル

ペアリング

ペアリング要求の承認
iOS デバイスで、ポップ
アップの[ペアリング]
をタップし要求を承認し
ます。

Steve の左耳用
の補聴器

Steve の右耳用
の補聴器

2つ目の補聴器のペアリング
もう一方の補聴器が接続
されます。

キャンセル

ペアリング

ペアリング要求の承認
iOS デバイスで、ポップア
ップの[ペアリング]をタップ
し要求を承認します。

Steve の左耳用
の補聴器

Steve の右耳用
の補聴器

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。
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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

接続できません

検出しています
Steve の左耳用
の補聴器

補聴器を検出しています

Steve の右耳用の
補聴器

Steve の左耳用の

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

再試行

再試行

再試行

左側のみ接続します

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。

接続エラー
補聴器への接続が確立で
きませんでした。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
補聴器の片方のペアリン
グに失敗した場合、次の
手順で解決を試みてくだ
さい。
1. [再試行]をタップし、
ペアリング処理を再度
行います。
2. この処理は、片方の補
聴器にのみ行います。

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、
説明にしたがってお進めく
ださい。
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フォナック リモートのメイン画面
すべての補聴器で使用可能な機能

フォナック リモート
オートセンスOS 3.0

フォナック リモート
オートセンスOS 3.0

フォナック リモート
オートセンスOS 3.0

フォナック リモート

フォナック リモート

プログラム

オートセンスOS 3.0
静かな場所での会話

音楽

音量変更

テレビ

現在使用されているプログラムのボリュー
ムを調節するにはスライダーをドラッグし
ます。消音モードにするには、スライダー
を最も低い位置へドラッグします。

次へ

分割

補聴器の音量の調節
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。

結合

音量の分割
[分割]ボタンを押し、補
聴器音量スライダーを分
割し、それぞれの耳で個
別に調節できます。

結合

ミュート
音量スライダーを端まで
下げると、補聴器を消音
にすることができます。

分割

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、補聴器フィッチン
グ担当者が補聴器に適用した
設定ごとで異なります。

分割

ヒントにアクセス
メイン画面の左上にあ
る[i]アイコンをタップ
すると、アプリの使用
に関する基本的なヒン
トがいくつか表示され
ます。
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フォナック リモートのメイン画面
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。

フォナック リモート

フォナック リモート
テレビ

フォナック リモート

テレビ

フォナック リモート

静かな場所での会話

バランス

周囲

オートセンスOS 3.0

フォナック リモート
オートセンスOS 3.0

耳鳴り遮蔽機能

テレビ

下げる

詳細

分割

閉じる

プログラム 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。その場合、音量スラ
イダーの下部に特殊なア
イコンが表示されます。

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。

閉じる

耳鳴りマスキング機能
耳鳴りの症状があり、聴
覚専門家から耳鳴りマス
キング機能の使用方法の
指示を受けている場合、
マスキングノイズの音量
をここで調節できます。

分割

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。

分割

電池残量
電池の残量が20%を下
回ると、アイコンと残
量値が赤く表示されま
す。早めに補聴器を充
電してください。
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設定
アプリの一般情報は設定に記載されています。

ご使用の補聴器

App 設定

フォナック リモート
オートセンスOS 3.0

App について

マイ プログラム

プライバシーに関する通知

統計情報

分析

自動オン

デモモード

マイ デバイス

よくあるご質問

よくある質問
よくある質問への答えが記載されて
います。

App 設定
ご使用の補聴器

よくあるご質問
分割

設定にアクセス
設定にアクセスするには、
メイン画面の右上にある
[歯車]アイコンをタップし
ます。

よくあるご質問
ハウリング

設定
使用可能な設定が設定画面
にすべて表示されます。

アプリの設定
アプリに関するすべての
情報にここからアクセス
できます。

ご使用の補聴器
補聴器に関するすべての
情報と設定内容へはここか
らアクセスできます。
自動電源オンオプション
は、充電式補聴器でのみ
ご使用いただけます。

よくあるご質問
詳細な情報とサポート
がオンラインで利用可
能です。
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設定
プログラム名の変更

ご使用の補聴器

オートマチック

マイ プログラム

マイ プログラム

オートセンスOS 3.0

統計情報

静かな場所での会話

自動オン

音楽

マイ デバイス

居間のテレビ

プログラム名の編集

名前の表示

オートマチック

オートマチック

元の名前

オートセンスOS 3.0

寝室のテレビ

App 設定
ご使用の補聴器

よくあるご質問

ハウリング

ご使用の補聴器
リストの[ご使用の補聴器]
をタップします。

マイ プログラム
リストの[マイ プログラム]
をタップします。

プログラムの選択
名前を変更するプログラ
ムをタップします。

画面の編集
プログラムの詳細ページで
[編集]アイコンをタップし
ます。

ラベルの変更
入力フィールド内のプ
ログラム名を変更し、
右上にある[確認]アイコ
ンを押し確定します。
左上にある[X]アイコン
をタップすれば、いつ
でも取り消すことがで
きます。
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設定
ペアリングのリセット

ご使用の補聴器

マイ デバイス

マイ プログラム

Steve の左耳用の補聴器

統計情報

Steve の右耳用の補聴器

自動オン

接続に問題がある場合、補聴器を「無効にする」よう選
択し、再度ペアリングを行うことができます。

マイ デバイス

別の補聴器を接続する場合は、まず現在接続されている補聴
器を「無効にする」必要があります。そうしないと、新しい
補聴器をペアリングすることができません。

補聴器の再起動
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。

補聴器を無効にしま
すか?

リセットされるため、ペアリングをしなお
す必要があります。

説明を表示
充電式ではない補聴器
充電式補聴器

はい、無効にします

App 設定

キャンセル
ご使用の補聴器

よくあるご質問
補聴器を無効にする

続ける
補聴器を無効にする

ハウリング

ご使用の補聴器
リストの[ご使用の補聴器]
をタップします。

デモ モードを使用する

マイ デバイス
リストの[補聴器一覧]
をタップします。

補聴器の無効化
補聴器とスマートフォン
の連携を削除するには
[補聴器を無効にする]
をタップします。

確定
確定するには、ポップアッ
プの[はい、無効にします]
をタップします。

ペアリングを実行
5ページにある説明に
従いペアリングを行い
ます。
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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。

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。

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。
補聴器が、過度な磁場の障害により機器が反応しない場合
は、その強い磁場から離れてください。

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、2018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。
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