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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 アプリを使用することで、補聴器機能の調整
や聴覚専門家と遠隔でコミュニケーションを取ることなどができます。

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。
本アプリは、Bluetooth® Low Energy (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以降のス
マートフォンと互換性があります。
また、マイフォナック ジュニア アプリは、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
でも使用できます。

本ガイドでは、マイフォナック ジュニア アプリの機能詳
細や操作方法についてご紹介します。本ガイドをお読みい
ただき、本アプリをご利用ください。
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概要 -リモコン

*スカイ マーベル補聴器の場合はオートセンス スカイ OS 3.0、ナイーダ P-UP 補聴器の場合はオートセンス 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。

音の調整

インストラクション

音の調整

現在の補聴器
プログラム*

電池の状態**

ミュート/
ミユート解除

Hi Teresa,
How are you?

Active program

Volume

MIN MAX

Automatic

Adjust settings

TV

リモコン

設定

Hearing Diary

Adjust setings

Comfort
Noise reduction
Want to reduce background noise?

Speech focus
To hear people better

Don‘t forget to close advanced settings and 
go back to the home screen to reactivate 
the automatic program. This will enable you 
to hear sounds in your environment better.

設定の調整

プログラム リスト
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概要 -リモートサポート

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

リモートサポート通話

ビデオを開始...
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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

•  スマートフォンがWiFi または携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ご確認ください。
•  Bluetooth がオンになっていることをご確認ください。

プライバシーに関する
通知
アプリを続行するに
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
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さ
せていただきます。

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
ロードします。インス
ール完了後、マイフォ
ック ジュニア アプリを
開きます。

マイフォナック ジュニア アプリ
にようこそ!

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

Back

Sonova AG

64 Ratings
6+5.0
Age

myPhonak Junior

Get

Inbox(1)

From: no-reply@phonak.com
To: alex.stevens@axecapital.com

myPhonak app invitation
Mai. 13. 2019 15:04

Hello
Alex Stevens

myPhonak allows you to communicate with
your hearing care professional and
customize your hearing aids at home.

Follow these three steps to get started:

1     Download and open the myPhonak app

Download app

Details

Welcome to  
myPhonak Junior app!

Discover myPhonak Junior

Discover the amazing things you‘ll 
be able to do with this application. 

Please look at the instructions 
together with your parents.

Discover

Privacy Notice

Discover myPhonak Junior

I agree

Parental consent

For Parents/Caregivers
This app will collect and use data relating to 
a minor in accordance with the information 
explained in detailed in the Privacy Notice.

Show detailled policy

I agree

I agree

*お子様が使っているiOSデバイスの「スクリーンタイム→コンテンツとプライバシーの制限→コンテンツ制限→App」の設定が「9歳以上」になっている場合、
「12＋/17歳以上/すべてのAppを許可」のいずれかに変更してから本アプリをダウンロードしてください。
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対象補聴器とのペアリング*

Bluetooth 対応の対象補聴器とペアリングするには、下記の手順に従ってお進みください**

ペアリングの説明
補聴器の検出を始めるに
は、表示されるガイダン
スに従い続けるをタップ
してください。

探しています
互換性のある補聴器を探
しています。この検出に
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。
複数の補聴器が検出され
ると、画面に複数機器が
表示されます。補聴器の
多機能ボタンを押すと、
該当する補聴器がハイラ
イトされます。

位置情報
Android端末を使用する
場合、Bluetooth補聴器
と初めてペアリングする
際は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

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

テレサの左の補聴器

テレサの右の補聴器

表示

続ける

選択

*スカイ M、ナイーダ P-UP にのみ対応。

**Bluetooth ストリーミング:  お使いの補聴器で音楽をストリーミングまたは電話を受ける際には、スマートフォンの[設定] > [Bluetooth]のところに表示されている接続機器のリストに対象補聴器を加えて

ください。完了しましたら、アプリの画面に戻してペアリングを再度行ってください。

補聴器の接続補聴器の接続補聴器の接続 補聴器の接続

Connect your hearing aids to 
myPhonak Junior app to start!

Please restart your hearing aids and press 
the button below to pair them to the app.  

We recommend using a fresh set of  
batteries or charged devices.

Non-rechargeable model instructions

Rechargeable model instructions

Continue

Connect your hearing aids

Searching
Looking for hearing aids

Connect your hearing aids

Searching
Looking for hearing aids

Teresa’s left hearing aid
Teresa’s right hearing aid

Select

Connect your hearing aids

この端末の位置情報への
アクセスをmyPhonak  
Juniorに許可しますか？

View

Connect your hearing aids

許可しない　許可
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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 端末を使用する場
合、補聴器ごとにペアリ
ング要求画面が表示され
ます。
ペアリングをタップして
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
これでマイフォナック 
ジュニア アプリが利
用可能な状態になりま
した。
続けるをタップする
と、メイン画面が表示
されます。

対象補聴器とのペアリング

ペアリング完了!

続ける

ペアリングキ

補聴器の接続

　LE_左_Phonak 
補聴器

LE_右_Phonak 
補聴器

„LE_右_Phonak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

Pairing completed!

Continue

ペアリング戻る

Connect your hearing aids

　LE_左_Phonak 
補聴器

LE_右_Phonak 
補聴器

補聴器の接続 補聴器の接続
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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
機能はアプリをインストー
ルする際、もしくは後日い
つでも設定することができ
ます。本機能を有効にする
と、以下の機能の使用が制
限されます。
・リモートサポート
・Bluetooth 通話
・オート電源オン
・機器の削除

PIN コードを作成する 
パスワードとして設定し
たい4桁の数字を入力し
てください。

バックアップの質問
バックアップの質問を
選択し、正しい回答を
入力してください。
こちらは、4桁のパス
ワードを忘れた場合に
お使いいただけます。

ペアレンタルコントロール
が有効
すべての設定を完了した
ら、ペアレンタルコント
ロール機能が有効になりま
す。本機能を無効にしたい
場合は、アプリ のメニュー
から操作いただけます。

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には、下記の手順に従ってお進みください。

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

Parental control 
activated!

Create your PIN code

2 3 7 1

ContinueActivate

Continue

Activate

Parental controlParental controlParental controlParental control

Select a question

Enter the answer

What‘s your favourite book?

For whom the bell tools

Do you want to enable 
Parental Control?

You can set up a password to limit access to 
the advanced settings and Remote Support. 

If skipped, you can always set it up later in the 
“My profile” section.

Learn more

ENTER PIN

Create backup 
question & answer

In case you forget the PIN code, we will 
ask you to answer the question  

you select below.

Skip for now
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カスタマイズをスタート
メイン画面のプロフィー
ルセクションからアクセ
スできます。

プロフィール名
ユーザー名を設定すること
ができます。

プロフィール写真
プロフィール写真を選
択することができま
す。ここではスキップ
し、後日プロフィ ール
セクションにアクセス
して設定を行うことも
可能です。

追加のオプション
アプリの背景色テー
マの変更や、補聴器
とイヤフックのイ
メージ色の変更など
も行えます。

カスタマイズ

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

Cool! Now a few steps to 
customize your experience 

with the app

Set-up your profile

Start

What‘s your name?

Set-up your profile

Continue

Your name

Teresa

Nice to meet you Teresa! 
Do you want to upload a 

profile picture?

Set-up your profile

Upload a photo

Skip for now

You’re all set Teresa!
Let’s get started 

Set-up your profile

Start using the app
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ペアリングに関するトラブルシューティング

トラブルシューティングに関する詳細については、お求めの販売店にお問い合わせください。

両耳の接続に失敗
再試行をタップし、再度
補聴器の電源をオンにし
てペアリングを再試行し
てください。

片耳のみ接続に失敗

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（ペアリングに失敗
した側のみ行います）。

1. 補聴器の電源を入り
切りします。

2. 再試行をタップし、
再度ペリングを行い
ます。

互換性のない補聴器
互換性がないため、補
聴器に接続することが
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。

テ テ

探しています
補聴器を探しています

やり直す

左側だけを接続

LE_左_Phonak  
補聴器

LE_右_Phonak  
補聴器

やり直す

LE_左_Phonak  
補聴器

LE_右_Phonak  
補聴器

　LE_左_Phonak補聴器 

　LE_右_Phonak補聴器 

補聴器の接続 補聴器の接続 補聴器の接続
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リモコンのメイン画面

更
実

補聴器の音量調節
ダイヤルのスライダーを
移動し、音量を調節する
ことができます。

実行中のプログラムを変

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/ミユート解除
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。
ミュートを解除するに
は、再度同じアイコンを
タップしてください。

情報
i アイコンをタップし
ていただくと、詳細情
報が表示されます。

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。

設定の調節
設定画面では、以下の
機能の設定を調節する
ことがきます。

• 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

Hi Teresa, Hi Teresa,Hi Teresa,
How are you? How are you?How are you?

Active program Active programActive program

MIN MINMIN
MAX MAXMAX

Automatic AutomaticAutomaticTV TVTV

Noise reduction

Speech focus

Want to reduce background noise?

To hear people better

Don‘t forget to close advanced settings and 
go back to the home screen to reactivate 
the automatic program. This will enable you 
to hear sounds in your environment better.Adjust settings Adjust settingsAdjust settings

What is Noise Reduction?
Noise Reduction can reduce uncomfortable 
environmental noise, while still allowing you 

to hear speech.

Continue

Volume VolumeVolume

Adjust settings
Noise reduction



カメラとマイクロホン
へのアクセス
OK をタップして、カメ
ラおよびマイクロホン
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
プリを起動し、リモート
サポートの画面に入って
スタートをタップしてく
ださい。

聴覚専門家とのビデオ通話
応答をタップしていただく
と、自動的に聴覚専門家へ接
続されます。

リモートサポート

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。
リモートサポートを開始する前に、ご利用のプロバイダーに確認してください。

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

準備はよろしいですか?

リモートサポート

が呼び出し中

「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
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*音声のみの通話が10分間で約30MB が使用されると計算すると、リモートサポートを使用するには10分間のビデオ通話で約56MB が使用される見込みです。

To use Remote Support be sure that

Then press “Start” at the time 
of your appointment!

Your internet connectivity is 
working.

Your hearing aid batteries are 
charged or new.

Start

Ready to begin?

Remote Support

To use Remote Support be sure that

Then press “Start” at the time 
of your appointment!

Start

Ready to begin?

Remote Support

„myPhonak Junior„ would like to
access the microphone 

myPhonak requires access to the
microphone so you can use our Video/

Audio chat to do Remote Support
sessions with your hearing care 

professional.

Don‘t Allow OK

 聴覚専門家
が電話してきました

応答

拒否

リモートサポート



リモートサポート

リモートサポート セッション中には、必要に応じてビデオや音声のオン/オフを切り替ることができます。

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
れたら、聴覚専門家
が画面に映ります。

カメラ オフ
自分の映像を表示したく
ない場合は、ボタンをタ
ップしてカメラをオフに
することができます。

通話中
聴覚専門家へ接続され
ています。

補聴器の接続
補聴器を調整するため
に、お使いの補聴器を
フィッティング ソフト
と接続する必要がありま
す。この操作は聴覚専門
家が遠隔で行います。
お使いの補聴器が無事に
接続されたらビデオ画面
の上に、接続しましたと
表示されます。

設定の保存
補聴器が接続され
た瞬間や、補聴器設
定が保存された瞬間
は補聴器がミュート
になります。
補聴器の状態は、
画面の上部で表示さ
れます。
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ビデオを開始....

接続しました 終了しました

左
接続しました

左
接続を解除します…

右
接続しました

右
続を解除します…



カスタマイズ
イヤフックおよび補聴
器の呼び名を変更する
ことができます。
アプリに表示される補
聴器のイメージ色も変
更できます。

接続解除
接続解除をタップしてい
ただくと、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
要があるので、ご注意く
ださい。

ペアレンタルコント
ロール
ペアレンタルコント
ロールが有効になった
場合はこのような画面
が表示されます。
小さいお子様が補聴器
の接続を誤って切断し
ないように使用制限を
設けています。

*特定の補聴器でのみ有効

「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
•  オート電源オン
• 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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自分の補聴器

ご利用可能な機能は、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。

Sorry, you are still too 
young to log in alone

Save changesContinue

Customize
Disconnect devices

If you want to access this section, 
please ask your parent!

You will need to connect your 
hearing aids again to use the app. 

Cancel Disconnect

Disconnect devices
Forgot PIN code?

2 3 7 1

ENTER PIN

Rename your hearing aids

Choose color combination

My super-phonak
Sky Marvel

My programs

Auto On behavior

Bluetooth phone calls

Customize

My Hearing Aids

You usually wear your hearing aids
 7h 30min per day on average

Phonak Sky Marvel M90-PR Behind-the-Ear

Disconnect Devices

View all of the programs 
and edit your own

Activate or deactivate the 
Auto On feature

Select bluetooth connection 
for phone calls

自分の補聴器



危険警告
個人のスマートフォンの使用に関する責任は、お客様にあ
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、ノイズリダクションを上げたりすると警告
や安全性関連の音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

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、補聴器の電源が入っている
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。

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com
1.02/2021-04/NLG  © 2021 Sonova AG  All rights reserved

0459
2021年に CE マークを取得
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