
フォナック 公式SNS
フォナックでは、日 「々聞こえ」に関する情報をSNSを通じてお届けしています。
最新機器の情報から、ユーザーのみなさまのリアルな使い方までご紹介。
フォナックのSNSを、ぜひチェックしてみてください。

世界中のフォナックユーザーのリアルな
生活情報、専門家による「聞こえ」に関する
記事を紹介。※海外サイト

社会人として知っておきたい、セルフアド
ボカシーと合理的配慮についての情報や
活動レポートを紹介。

送信機、受信機の無償保証期間はお買い上げ日より2年間です。
自然故障の場合のみ保証期間中は無償で修理します。 
保証期間満了後の1年間は修理の上限価格（30,000円）を設け、
その金額を超える費用は請求しません。
※バッテリー交換は有償修理となります。

フォナックの「こども割」
お子さまの聞こえを応援するために、デジタルワイヤレス補聴援助システム「ロジャー」はこども割引制度を導入しています。
対象製品や価格など詳しくは販売店までお問い合わせください。

無償保証期間

購
入

２
年

３
年

フォナック製品のご相談・ご用命は…

「聞こえ」に関する気になる
ニュースをピックアップ！

修理価格上限
30,000円 通常修理費用

ウェブコンテンツ 「働くを切り拓く」

@phonakjapan @phonak_ japan

●電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。
●本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。 ●本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

このカタログは、イワタUDフォントを使用しています。UD（ユニバーサルデザイン）とは、年齢・性別や、障害の有無に関係なくあらゆる人が商品・サービス・
住居・施設を快適に利用できるよう配慮されたデザインのことです。イワタUDフォントは、ユニバーサルデザインの視点で作られた文字フォントです。

本カタログの内容は2019年1月現在のものです。　

028-1990-17

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

（受付時間：月〜金 9:00〜17:30 土日祝休み）  

FAX：0120-23-4080

許可番号  13B2X10021

フォナック あんしんサポート

ロジャー
デジタルワイヤレス補聴援助システム

2019.01

フォナック　ロジャー　働く 検索

フォナック「HearingLikeMe」 ブログフォナック「きこえ」のブログ

Facebook Instagram

ユーザーから投稿された
フォナックのあるリアルライフを紹介。
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「聞こえる」を届ける
フォナックのソリューション。

Roger

聞こえに関するコラムから、フォナックから
のお知らせまで幅広い情報をお届け！

検索フォナック　ブログ
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 自動音量調節
周囲の騒音レベルをマイクが
常時監視し、自動的に適切な
音量に調節します。

 デジタル騒音抑制
マイクが拾ってしまった騒音も、
デジタル処理で取り除きます。

 操作性

 拡張性

 高音質

 互換性

 複数台接続

ノイズマネージメントシステム

どんなひとにも。どんなシーンでも。
よりよい聞こえをサポートする
補聴援助システム「ロジャー」。

言葉の聞き取りで、困ったことはありませんか？
 “話し手と聞き手の距離が遠い” “周囲に騒音・反響音がある” “複数人との会話”
こんな場合には、補聴器や人工内耳を装用していても、言葉の聞き取りが難しくなってしまいます。

「ロジャー」 3つのポイント

国内で販売されているほぼ全ての補聴器/人工内耳に対応。
補聴器/人工内耳を使っていない方で、言葉の聞き取りに
何らかの課題を抱えている方向けの、
補聴器/人工内耳不要の専用受信機もあります。
しかも、操作はとてもカンタン。
送信機と受信機は、ボタンひとつでつながります。

ロジャーのワイヤレスマイクから音を届けることのできる、
受信機の台数は無制限。送信機も複数台使用できます。
さらに、既存の音響システムやヒアリングループ、TV会議システム、
電子黒板、音声認識アプリなど、さまざまな機器と一緒に
利用することができます。

デジタル無線方式で高音質の音声を届けるだけでなく、
独自のテクノロジーで騒音を効率的にカットします。

「ロジャー」は、その課題に応えます。
ロジャーは話し手が使用する「送信機（ワイヤレスマイクロホン）」と、聞き手が使用する「受信機」、
教室や会議室などに置く「線音源スピーカー」で構成されるシステムです。
ワイヤレスマイクで拾った音声をデジタル無線方式で送信するので、補聴器や人工内耳だけでは
言葉の聞き取りが難しい環境でも、よりクリアな「聞こえ」が可能になるのです。

「合理的配慮」により、音環境の改善を考える皆さまへ
2016年4月に施行された「障害者差別解消法」（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）により、
社会のさまざまな場所で「合理的配慮」が求められています。教育機関や企業で音環境の改善を
ご検討されている方に、補聴援助システムの情報のひとつとして本カタログをご活用いただけます。

1

2

3

話し手

話し手

話し手

送信機

受信機

声の大きさ ? ?
?

2.4GHz帯
デジタル無線方式

話し手の声を
ワイヤレスマイクが集音し
受信機まで送信

補聴器/人工内耳と
一緒に使用

騒音

騒音

距離

聞き手

聞き手

聞き手 聞き手

誰でも使える。カンタンに使える。

いろいろつながる。たくさんつながる。

聞きたい声を届ける。不要な音は取り除く。

音量

静かな環境 騒がしい環境

自動的に
音量アップ 聞きたい

声
聞きたい

声

 指向性マイクロホン
マイクが特定の方向から
音を拾う（指向性）ので、
聞きたい音がしっかり聞こえます。

騒音

騒音

騒音

騒音

騒音

受信機台数 無制限



距離延長

線音源スピーカー

ロジャー 受信機      　　 近距離対応＊
台数無制限

■ロジャー 
　パスアラウンド マイク

43

送信機と受信機のシンプルなシステム。用途に応 じて自由に組み合わせられます。

送信機と受信機の接続距離を
延長したいときに使用

周辺機器

遠距離対応＊

■ロジャー 
　タッチスクリーン マイク

■ロジャー リピーター
　（中継機）

■ロジャー セレクト

同じネットワーク内で使用できる送信機：最大10台

同じネットワーク内で使用できる送信機：最大35台

■ロジャー 
　テーブルマイク Ⅱ
　（卓上専用マイク）

■ロジャー ペン

■ロジャー 
　クリップオン マイク

※1台あたり40m延長可能。

＊：近距離対応マイクと遠距離対応マイクは、同じネットワーク内での相互利用（互換性）はありません。 ※製品の詳細についてはP9〜14をご覧ください。

約40m

約20m

約15m

約20m

約20m

約20m

■ロジャー デジマスター7000
■ロジャー デジマスター5000

300㎡
までの

スペース

ロジャー 
デジマスター 7000
×2台

150㎡
までの

スペース

ロジャー 
デジマスター 7000
×1台

100㎡
までの

スペース

ロジャー 
デジマスター 5000
×1台

受信機 送信機（マイクロホン）

■ロジャー 
　マルチメディア ハブ
　（音響機器専用送信機）

■ロジャー 14
　コクレア社
　Nucleus 6（CP910）/5（CP810） 
　サウンドプロセッサ専用受信機

■ロジャー 17
　アドバンスト・バイオニクス社
　ナイーダ CI 
　サウンドプロセッサ専用受信機

■ロジャー 21
　メドエル社
　SONNET/SONNET EAS 
　オーディオプロセッサ専用受信機

＊：補聴器/人工内耳を使用していない方向けです。

＊：補聴器によって対応する型番が異なります。

■ロジャー 18/19＊

　（一体型タイプ）

■ロジャー エックス
　（ユニバーサルタイプ） 
 　        ＋ 
　オーディオシュー

■ロジャー マイリンク/ 
　ロジャー マイリンク 
　ショートループ
　（首かけタイプ）

フォナック補聴器専用

ほぼ全メーカー対応の補聴器/人工内耳用

各社人工内耳用

■ロジャー エックス
　（ユニバーサルタイプ）
　          ＋ 
　フォナック コムパイロット
　/コムパイロット Ⅱ

■ロジャー フォーカス＊

補聴器/人工内耳不要

■ロジャー 20
　コクレア社
　Nucleus 7（CP1000）
　サウンドプロセッサ専用受信機
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ロジャー パスアラウンド マイク
補助マイクがあれば
席が離れていても安心。
集音中はLEDランプが
点灯するので、誰が話して
いるかひと目で分かります。

通学路や放課後のコミュニケーションにも役立ちます。

　学校

教室
講堂

体育館

自宅
車内

自動車/
電車/バス

班活動
ゼミ

ロジャー デジマスター5000
大きな声を出さなくても
先生の話を教室全体に
届けることができます。
電子黒板とも併用可能です。

ロジャー タッチスクリーン マイク
タッチスクリーン式の使いやすい
送信機で先生の声を
届けることができます。

ロジャー デジマスター7000

ロジャー タッチスクリーン マイク

ロジャー パスアラウンド マイク

送信機 受信機中継機

約40m 約20m

複数人がランダムに話をする班活動やゼミは、
言葉の聞き取りが最も難しいシーンのひとつ。
タッチスクリーン マイクを卓上に置くと
自動的に小グループモードに切り替わり、
話をしている人の声を優先的に集音してくれます。

シーンに合わせて便利な使い方ができます。

首かけモード

集音距離  〜約20cm

集音距離  〜約1.5m

小グループモード｜集音方向を自動調整

「ロジャー デジマスター」や「ロジャー リピーター」を
組み合わせれば、話し手との距離が離れている場合でも、
明瞭で快適な聞き取りが可能です。

家族団らんのひとときも、
会話がより弾みます。

車の中や、大きな声を出しにくい
バスや電車の中でも
無理なく会話することができます。

線音源スピーカーは、複数の小型スピーカーを縦列配置
した人の声を聞くためのスピーカーです。音が水平方向
に飛ぶため、一般的な点音源スピーカーに比べ、距離に
よる音の減衰が小さく、また反響や残響も抑えて、明瞭な
声を空間の後方まで届けることができます。

ロジャー タッチスクリーン マイクの
「小グループモード」

ロジャー フォーカス
補聴器/人工内耳を使っていない
こども向けの受信機。
集中が苦手なお子さんの
聞こえをサポートします。

補聴器/人工内耳＋ロジャー受信機
補聴器/人工内耳とロジャー受信機を
一緒に使用し、ロジャー送信機からの
音声/音を受け取ります。

ロジャー ウォールパイロット
教室や体育館に入るとき、受信機を
自動的にそのエリアの送信機のネット
ワークに参加させることができます。

ロジャー マルチメディア ハブ
CDプレーヤーなどの
音響機器の音を
ロジャー受信機に
送信することができます。

先生の声

●距離による音の減衰が小さい。 ●反射が少なく、音が明瞭。
●電波の混信や干渉がない。

生徒の発表

体育館

教 室

教室も、体育館も、屋外でも。学びの現場で聞こえを サポートします。

■線音源スピーカーとは？

 ロジャー タッチスクリーン マイクの使用モード

マイク❶
マイク❷

マイク❶
マイク❷

マイク❸

※手動の設定変更でインタビューモードも選択できます。



マルチビームテクノロジー ロジャー セレクトの使用モード
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　職場 　プライベート

大人数の
会議 外出

会食

テレビ

カウンター

携帯電話

自宅

打ち合わせ
セミナー

研修

送信機を複数台組み合わせることで、大人数や広い会議室にも対応できます。
駅やビルなど街中のさまざまな
騒音環境でも、同伴者とスムーズに
会話できます。

レストランや居酒屋など、
周囲が騒がしい環境でも会話が弾みます。

テレビの音声を耳元に届け、
離れた位置でも音量を上げずに
楽しむことができます。

お店のレジや銀行窓口など、
カウンター越しでの聞き取りも安心です。

スマートフォンにBluetooth®で接続すれば、
ハンズフリーで通話できます。

対面での会話はもちろん、
離れたところからの呼びかけなどでも、
聞こえを助けます。

送信機を卓上に置くだけで
参加者の声が聞こえます。 離れたところにいる話者の声が聞こえます。

ロジャー テーブルマイク Ⅱ
卓上専用のロジャー送信機。
複数台使用することで、
大人数での会議にも
対応できます。付属のリモコン
で、ミュート設定と集音範囲
変更ができます。

ロジャー クリップオン マイク
小さくてシンプルな
ロジャー送信機です。

ロジャー セレクト
胸元につけたり、卓上にも置ける
ロジャー送信機。6方向の指向性
マイクロホンが自動で話し手の
方向に切り替わります。

ロジャー ペン
首にかけたり、話し手に向けて
使うこともできる
ロジャー送信機です。

職場やプライベートのさまざまな場面でも、ロジャ ーが役立ちます。

ロジャーの多方向集音技術「マルチビームテ
クノロジー」。ロジャー セレクトとロジャー 
テーブルマイク Ⅱではその技術がさらに進
化しました。会話音と騒音の比率を毎秒数百
回解析し、6方向/360度、その瞬間の話し手
の声をビームのように捉えます。

テーブルの上に置くと自動的に卓
上モードに切り替わり、話している
人の声を集音します。特定の人の
声を聞きたいときは、その方向を
手動で選択できます。

クリップやネックストラップを取
り付けて、話し手が使用します。
距離が離れていても話し手の声が
ロジャー受信機に届けられます。

＊：ドルビーオーディオはロジャー セレクトのドッキングステーション利用時のみ。

＊

卓上モード/セレクトモード 首かけモード
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ロジャー ペン
109,000円（税抜）

［製品コード］ 
（レッド）052-3293-000P9
（シルバー）052-3293-000T4
（ブルー）052-3293-000T5

●2時間充電で約7時間使用できます。（Bluetooth®利用時は約5時間）
●ブルー/レッド/シルバーの3色からお選びいただけます。
●使用可能距離：約15m
●直径15mm×長さ142mm 重さ28g

ロジャー パスアラウンド マイク
78,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3261-000005

●2時間充電で約10時間使用できます。
●使用可能距離：約20m
●直径34mm×高さ161mm 重さ84g
※ロジャー パスアラウンド マイク単体では送信機として使用できません。
必ずロジャー タッチスクリーン マイクが必要になります。

送信機も受信機も。
必要な機器を、さまざまな組み合わせ方で選べます。

専用スタンド

ロジャー 
タッチスクリーン マイク
128,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3297-000005

●2時間充電で約10時間使用できます。
●使用可能距離：約20m
●幅55mm×奥行104mm×高さ16mm 重さ94g

教育現場におすすめのワイヤレスマイク。
タッチスクリーン式で操作性も抜群。

ロジャー セレクト
128,000円（税抜）

［製品コード］
（シャンパン）052-3471-000P55
（グラファイトグレー）052-3471-000P75
（パールホワイト）052-3471-000W35

●Bluetooth®を利用した携帯電話のハンズフリー通話や、
　ドルビーオーディオ搭載のテレビ音声も楽しめます＊。
●2時間充電で約8時間使用できます。（Bluetooth®利用時は約4時間）
●使用可能距離：約15ｍ
●直径55mm×高さ12mm 重さ28g

「ロジャー ペン」「ロジャー セレクト」は、
Bluetooth®機能付きの携帯電話に接続可能。
ハンズフリーで通話を楽しむことができます。
Bluetooth®を使用しないときは、機能をオフ
にできます。

補聴システムは、補聴器や人工内耳と同じ特性で音を聞けること、
混信・雑音・断音がなく安定し、歪みが少なく音質が良い、という条
件が望ましく＊1、Tコイルなどの電磁波等のノイズを拾いやすいシス
テムは、この条件を満たしませ
ん。そのためロジャーの受信機
は、特に言語獲得中のお子さま
に、直接補聴器や人工内耳に接
続可能なデザイン一体型を推奨
しています。

携帯電話やテレビにも接続可能な1台3役の
ペン型ワイヤレスマイク。

職場やプライベートでおすすめの小型マイク。
聞きたい方向からの声を自分で選べるセレクト機能付き。

持ち運び自在で小〜大会議室まで対応可能の
会議専用 卓上置き型マイク。

小型で持ちやすい、
ロジャー タッチスクリーン マイク用
子機ハンドマイク。

ロジャー クリップオン マイク
56,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3294

●2時間充電で約4.5時間使用できます。
●使用可能距離：約15m
●幅25mm×奥行18mm×高さ54mm 重さ18g

手のひらサイズのクリップ型。
2台目や自宅用におすすめ。

送信機

受信機

ロジャー エックス
92,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3113-X02P5

※電源は補聴器から供給されるので、
補聴器の電池寿命は短くなります。
※耳かけ型補聴器にはオーディオシューが
別途必要です。

ロジャー マイリンク （ループ長：76cm）

ロジャー マイリンク ショートループ（ループ長：56cm）

各65,000円（税抜）
［製品コード］ （マイリンク）052-3219-D02M3
（マイリンク ショートループ）052-3226-D02M3

●2時間充電で約10時間使用できます。
※Tコイル特性のため、言語獲得中の
お子さまには推奨していません。

ロジャー 18＊1

ロジャー 19＊2

各92,000円（税抜）
［製品コード］ （18）052-3281-D02xx　（19）052-3291-D02xx

＊1：防水・防塵の国際保護等級「IP67」取得。
＊2：防水・防塵の国際保護等級「IP68」取得。
※上記の防水機能は補聴器と一緒に使う場合のみ有効です。

他メーカーの耳かけ型補聴器や人工内耳にも
使用できるユニバーサル（３ピン）タイプ。

耳あな型やTコイル内蔵の補聴器、
人工内耳に対応。

オーディオシュー不要の
フォナック補聴器専用 デザイン一体型受信機。

ロジャー フォーカス＊ 
56,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3272-D02xx

＊：防水・防塵の国際保護等級「IP57」取得。
※使用電池はPR41（312）空気電池1個。
電池寿命は42〜60時間です。

補聴器・人工内耳不要の
レシーバ内蔵受信機。

ロジャー 14＊

98,000円（税抜）
［製品コード］ 052-3222-D02xx

＊：防水・防塵の国際保護等級「IPX4」取得。

コクレア社 人工内耳プロセッサ
Nucleus® 6（CP910）/5（CP810）
サウンドプロセッサ専用 デザイン一体型受信機。

ロジャー 17＊

98,000円（税抜）
［製品コード］ 052-3235-D02xx

＊：防水・防塵の国際保護等級「IP54」取得。

アドバンスト・バイオニクス社 人工内耳プロセッサ
ナイーダ CI サウンドプロセッサ専用 デザイン一体型受信機。

ロジャー 21＊

98,000円（税抜）
［製品コード］ 052-3469-D02xx

＊：防水・防塵の国際保護等級「IP54」取得。

メドエル社 人工内耳プロセッサ
SONNET/SONNET EAS
オーディオプロセッサ専用 デザイン一体型受信機。

ロジャー エックス

ロジャー 19

販売店ご担当者様へ ご発注の際は、各製品コードの末尾2桁にカラー番号をご記入ください。 例）サンドベージュの場合 000-000-P1

ロジャー ペン/ロジャー セレクトのマイクロホンで
拾った声が無線で携帯電話に届きます。相手の声は、
送信機を経由して補聴器/人工内耳から聞こえます。

❶ オーディオシューが不要な分サイズが小さくなる
❷ 電池交換の際にも受信機を外す必要がない
❸ オーディシューと一緒に紛失するリスクがない
❹ 補聴器も受信機も防水（一部の器/機種）

Bluetooth®接続でさらに便利に こどものTコイルの利用について

「デザイン一体型受信機」のメリット

＊1：American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines Remote Microphone Hearing Assistance Technologies for Children and Youth from Birth to 21 years (April2008 update April 2011)
●電池寿命は使用状況により異なります。●ロジャーは、マイクロホンと受信機をセットでご利用ください。●ロジャー送受信機のバッテリー交換は有償（5,000円（税抜））です。
●防水・防塵性能は、完全防水とは異なります。●詳しくは当社ホームページをご覧ください。 www.phonak.com/jp/ja

＊：ドルビーオーディオはロジャー セレクトのドッキングステーション利用時のみ。

利得

周波数

Tコイル

補聴器のマイクロホン

携帯電話

デザイン一体型
受信機

オーディオシュー
＋ロジャーエックス

ロジャー 20
98,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3317-D02xx

コクレア社 人工内耳プロセッサ
Nucleus® 7（CP1000）
サウンドプロセッサ専用 デザイン一体型受信機。

ロジャー テーブルマイク Ⅱ
158,000円（税抜）

［製品コード］ 052-4158-000P5

●約4時間の充電で約16時間使用できます。
●使用可能距離：約15ｍ
●リモコン付属
●幅69mm×奥行69mm×高さ14mm 重さ103g
※発売準備中
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周辺機器
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ロジャー リピーター
78,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3476-000005

●約2時間の充電で約10時間使用できます。
●互換性のあるロジャー送信機からロジャー リピーター、
　またはロジャー リピーターから次のロジャー リピーター
　までの使用可能距離：約40ｍ
　ロジャー リピーターから受信機までの
　使用可能距離：約20ｍ
●幅55mm×奥行16mm×高さ104mm 
　重さ120g ACアダプターコード長約130cm

送信機と受信機の
接続距離を延長できる中継機。

ロジャー フォーカス
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ベージュ
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チェスト
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シャンパン

シャンパン

シャンパン

シャンパン

V1 V2 V3 V4 V5 V6

淡黒色 きなこ色 黒色 こげ茶色 灰色 白色

シルバー
グレー

シルバー
グレー

シルバー
グレー

シルバー
グレー

グラファイト
グレー

グラファイト
グレー

グラファイト
グレー
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ブラック

ベルベット
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ベルベット
ブラック

ベルベット
ブラック

ルビー
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ペトロール

ペトロール

ペトロール

ペトロール

エレクトリック
グリーン

エレクトリック
グリーン

エレクトリック
グリーン

エレクトリック
グリーン

カリビアン
パイレーツ

カリビアン
パイレーツ

カリビアン
パイレーツ

カリビアン
パイレーツ

プレシャス
ピンク

プレシャス
ピンク

プレシャス
ピンク

プレシャス
ピンク

アルパイン
ホワイト

アルパイン
ホワイト

アルパイン
ホワイト

アルパイン
ホワイト

ラバ
レッド

ラバ
レッド
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レッド
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ブルー
オーシャン

ブルー
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オーシャン

マジェスティ
パープル

マジェスティ
パープル

マジェスティ
パープル

マジェスティ
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ベルベット
ブラック

ルビー プリンセス
ピンク

カリビアン
パイレーツ

ブラウングレー ベージュ ダークグレー茶 黒ベージュ 白

※印刷の都合上、実物の色味とは異なって見える場合があります。

販売店ご担当者様へ ご発注の際は、各製品コードの末尾2桁にカラー番号をご記入ください。 例）サンドベージュの場合 000-000-P1

オーディオシュー　5,000円（非課税）

カラーバリエーション

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 T301 13 P1 P2 P8 P9 Q1 Q2P3 P4 P6

ベージュ スケルトン サンド
ベージュ

アンバー
ベージュ

サンダル
ウッド

チェスト
ナット

シルバー
グレー

ベルベット
ブラック

ルビー ペトロール エレクトリック
グリーン

カリビアン
パイレーツ

ドラゴン
オレンジ

バニティ
ピンク

スケルトン
ブルー
ラグーン

スケルトン
ロイヤル
パープル

プレシャス
ピンク

〈有償オプション〉
高さ調整可能三脚
8,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3444

●スタンド部 
　高さ550mm〜1,250mm 重さ1.8kg
　土台部 高さ約630mm 重さ1.8kg

ロジャー デジマスター5000
150,000円（税抜）＊/1台
有効室内面積：約100㎡

［製品コード］ 052-3025

●スピーカー本体 直径70mm×高さ880mm 重さ2.1kg

ロジャー デジマスター7000
190,000円（税抜）＊/1台
有効室内面積：
スピーカー2台使用時：約300㎡
スピーカー1台使用時：約150㎡

［製品コード］ 052-3158

●スピーカー本体 直径70mm×高さ1,045mm 重さ2.6kg
　スタンド（5000/7000共通） 直径750mm×高さ1,035mm 重さ2.2kg
　スタンド土台部（5000/7000共通） 直径825mm
　ACアダプターコード長約350cm

ロジャー チャージング ラック 
12,000円（税抜）

［製品コード］ 055-3010

●ACアダプター付属。
●ロジャー タッチスクリーン マイク、
　ロジャー パスアラウンド マイク、ロジャー リピーター、
　ロジャー マルチメディア ハブのみにご使用いただけます。
●幅75mm×奥行188mm×高さ28mm 
　重さ250g ACアダプターコード長約120cm

ロジャー ウォールパイロット 
40,000円（税抜）＊

［製品コード］ 052-3115

●ACアダプター付属。
●幅80mm×奥行39mm×高さ95mm
　重さ164g  ACアダプターコード長約130cm

＊：設置費用は製品価格には含まれません。

最大4台の送信機を
同時に充電できるラック。

部屋の出入口などに設置し、
受信機を自動的にその部屋のワイヤレスマイクに接続。

ロジャー マルチメディア ハブ
78,000円（税抜）

［製品コード］ 052-3299-000005

●2時間充電で約10時間使用できます。
●幅55mm×奥行104mm×高さ16mm
　重さ120g ACアダプターコード長約130cm

話者の使うマイクの音と同時に
音響機器からの音も流せる送信機。

フォナックDSFシステムは、「ワイヤレスマイク」と「スピーカー」のシンプルなシステムです。
線音源スピーカーにより反響音を抑え話者の声を聞き取りやすくします。

＊：ロジャー デジマスターの壁付けの設置費用、また電源工事にかかる費用は製品価格に含まれておりません。
※ワイヤレスマイクは、「ロジャー タッチスクリーン マイク」もしくは「ロジャー インスパイロ」を使用します。
※スタンドは標準で付属されています。

〈有償オプション〉
壁掛けキット セット
1,000円（税抜）＊

［製品コード］ 052-3428

●スタンド利用時

●壁付け時

※1セットはロジャー デジマスター
本体に同梱されています。
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白

L9

黒

M1

ベージュ

T1

茶 グレー

T2

AS18  
［製品コード］ 054-0244-xx

・フォナック ナイーダ B-SP
・フォナック ナイーダ V-SP/RIC
・フォナック スカイ B-P/SP/RIC
・フォナック スカイ V-P/SP/RIC
・フォナック ボレロ B-P/SP
・フォナック ボレロ V-P/SP
・フォナック オーデオ B-13
・フォナック オーデオ V-13

AS19  
［製品コード］ 054-0732-xx
・フォナック ナイーダ B-UP
・フォナック ナイーダ V-UP
・フォナック スカイ B-UP
・フォナック スカイ V-UP

ロジャー 14
・Nucleus® 6 サウンドプロセッサ
・Nucleus® 5 サウンドプロセッサ

ロジャー 17
・ナイーダ CI サウンドプロセッサ

ロジャー 18
・フォナック ナイーダ B-SP
・フォナック ナイーダ V-SP/RIC
・フォナック スカイ B-P/SP/RIC
・フォナック スカイ V-P/SP/RIC
・フォナック ボレロ B-P/SP
・フォナック ボレロ V-P/SP
・フォナック オーデオ B-13
・フォナック オーデオ V-13

ロジャー 19
・フォナック ナイーダ B-UP
・フォナック ナイーダ V-UP
・フォナック スカイ B-UP
・フォナック スカイ V-UP

ロジャー 20
・Nucleus® 7 サウンドプロセッサ

ロジャー 21
・SONNET/SONNET EAS
  オーディオプロセッサ

一体型受信機
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＊1：補聴器のプログラムをTコイルに切り替える際、プログラムスイッチ、またはリモコンが必要です。＊2：B（ビロング）シリーズのみの器種です。
＊3：V（ベンチャー）シリーズのみの器種です。＊4：補聴器にTコイル機能が必要です。

受信機対応表（フォナック補聴器）

製品名 パック内容 価格

ロジャーパック（片耳用）
送信機：ロジャー タッチスクリーン マイク もしくは 

ロジャー ペン（1台）
受信機：各種＊（1台）

178,000円（税抜）

ロジャーパック（両耳用）
送信機：ロジャー タッチスクリーン マイク もしくは 

ロジャー ペン（1台）
受信機：各種＊（2台）

258,000円（税抜）

送信機と受信機をセットにした特別パッケージをご用意しました。

＊ロジャー マイリンク/ロジャー マイリンク ショートループ/ロジャー フォーカスは対象外です。

※その他のアクセサリーにつきましては当社ホームページをご覧ください。 www.phonak.com/jp/ja

製品名 一体型受信機
ロジャー エックス

＋
オーディオシュー

ロジャー マイリンク/
ロジャー マイリンク 
ショートループ ＊4

ロジャー エックス
＋

フォナック
コムパイロット Ⅱ

耳かけ型

フォナック
ボレロ B / ボレロ V

PR ― ― ■ ■

M ― ― ■ ■

P ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ■

SP ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ■

フォナック
オーデオ B / オーデオ V

ダイレクト＊2 ― ― ― ―

R＊2 ― ― ― ■

13 ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ■

312 ― ― ― ■

312T ― ― ■ ■

フォナック
ナイーダ B / ナイーダ V

SP ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ■

UP ■  ロジャー 19 ■  AS 19 ■ ■

RIC ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ■

R RIC＊2 ― ― ― ■

フォナック
スカイ B / スカイ V

P ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ■

SP ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ■

UP ■  ロジャー 19 ■  AS 19 ■ ■

RIC ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ■

フォナック
ヴィータス / ヴィータス＋

BTE-micro ― ― ■ ―

BTE-P ■  ロジャー 18 ■  AS 18 ■ ―

BTE-UP ■  ロジャー 19 ■  AS 19 ■ ―

フォナック ヴィータス＋ RIC-312T ― ― ■ ―

耳あな型 ＊1

フォナック
バート B / バート V 

チタン＊2 ― ― ― ―

nano＊3 ― ― ― ―

10 NW O ― ― ■ ―

312 NW O＊2 ― ― ■ ―

10 O ― ― ■ ■

10 ― ― ■ ■

312 ― ― ■ ■

13 ― ― ■ ■

フォナック 
ヴィータス＋

ITE-10 NW O ― ― ■ ―

ITE-312 ― ― ■ ―

ITE-13 ― ― ■ ―

パ
ワ
ー
タ
イ
プ

お
子
さ
ま
向
け
タ
イ
プ

ベ
ー
シ
ッ
ク
タ
イ
プ

R
I
C
タ
イ
プ

標
準
タ
イ
プ

ロジャー  セレクト用

セレクト用 クリップ 055-3030 1,000円

セレクト用 
ネックストラップ 055-3029 1,000円

セレクト用 ポーチ 017-3344 1,500円

ロジャー  ペン用

ペン用
ネックストラップ 052-3198 1,000円

ペン用ケース 017-3275 1,500円

ロジャー  テーブルマイク Ⅱ用

テーブルマイクⅡ用 
ソフトケース 017-4009 2,000円

ロジャー  クリップオン マイク用

クリップオン マイク用 
ポーチ 017-3278 1,500円

写真 製品名 製品コード 価格（税抜） 写真 製品名 製品コード 価格（税抜）

ロジャー  タッチスクリーン マイク用

タッチスクリーン マイク用 
ネックストラップ 055-3005 1,000円

タッチスクリーン マイク用 
キャリーケース 017-3272 2,000円

タッチスクリーン マイク用 
保護ケース 055-3021 500円

タッチスクリーン マイク用 
ポーチ 017-3310 1,500円

タッチスクリーン マイク用 
ベルトクリップ 004-4031 1,000円

タッチスクリーン マイク用 
ブームマイク 055-3009 12,000円

タッチスクリーン マイク用 
スクリーンプロテクター 017-3323 800円

アクセサリー価格表

製品名 パック内容 価格

■約100㎡までのスペースに
ロジャー デジマスター5000パック

線音源スピーカー：ロジャー デジマスター5000（1台）
ワイヤレスマイク: ロジャー タッチスクリーン マイク（1台）

単品合計278,000円（税抜）
→ 242,000円（税抜）

■約150㎡までのスペースに
ロジャー デジマスター7000パック1

線音源スピーカー：ロジャー デジマスター7000（1台）　　　　
ワイヤレスマイク: ロジャー タッチスクリーン マイク（1台）

単品合計318,000円（税抜）
→ 265,000円（税抜）

■約300㎡までのスペースに
ロジャー デジマスター7000パック2

線音源スピーカー：ロジャー デジマスター7000（2台）
ワイヤレスマイク: ロジャー タッチスクリーン マイク（1台）

単品合計508,000円（税抜）
→ 402,000円（税抜）


