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フォナック パートナーマイク

Phonak PartnerMic 
取扱説明書 

はじめに 

このたびはフォナック製品をお選びいただき、誠にあり

がとうございます。 

フォナック パートナーマイク（以下「パートナーマイク」）
は、離れた場所の会話音が聞きやすいよう、高品位なデジ

タル電波で届けるマイクロホンで、フォナック マーベル
補聴器専用のワイヤレスアクセサリーです。

ご使用いただく前に、この取扱説明書をよくお読みいた

だき、正しくお使いください。 
取扱説明書で不明な点がありましたら、本取扱説明書に

記載されております「お客様相談窓口」までお問合せくだ

さい。 

安全上のご注意（必ずお守りください） 

• お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよく

お読みのうえ、正しくお使いください。また、お読

みになった後は大切に保管ください。

• ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人へ

の危害、財産への損傷を未然に防ぐための内容を記

載しておりますので、必ずお守りください。

• 次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用を

した場合に生じる危害や損害の程度を説明してい

ます。

危険 
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死

亡または重症を負う危険が切迫して生

じることが想定される」内容です。 

警告 
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死

亡または重症を負う可能性が想定され

る」内容です。 

注意 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「損

傷を負う可能性が想定される場合およ

び物的損害のみの発生が想定される」内

容です。 

危険 

• 絶対に分解、改造をしないでください。火災、

けが、感電などの事故または故障の原因となり

ます。

• 濡らさないでください。発熱、感電、火災、故

障、けがなどの原因となります。使用場所、取

り扱いに注意してください。

• 火のそばや、直射日光の強いところ、炎天下の

車内など高温の場所に放置をしないでくださ

い。 

警告 

• AC アダプターのケーブルを無理に曲げたり、上
に重いものをのせたりしないでください。ケーブ
ルに傷がついて火災や感電の原因となります。
ケーブルが傷ついた場合は使用しないでくださ
い。

• 本体および付属品を子どもの手の届くところや
ペットのそばに保管しないでください。万が一、
誤って飲み込んでしまった場合は、ただちに医師
にご相談ください。

• ペースメーカーなど医療機器の装用者が本製品
を使用する際は医療機器製造会社や医師の指示
に従ってください。

注意 

• フォナック指定以外の AC アダプターは使用しな
いでください。発熱、発火するなどして、火災や
事故の原因となります。

• 湿気の異常に多い場所や水分のかかる可能性の
ある場所では、絶対に使用しないでください。火
災や感電、故障の原因となります。

• AC アダプターや接続ケーブルをコンセントやコ
ネクタから抜くときはコネクタ部分を持って外
してください。ケーブル部分を引っ張ると故障の
原因となります。

• 次のような場合はただちに電源を切り、AC アダ
プターをコンセントから抜いてください。
- 異常な状態から回復できないとき
- 異臭がする、煙が出た、または異常音が

発生したとき
- 本体の内部や隙間に金属片や水などの異物

が入ったとき
このような状態のまま使用すると、事故や火災の 
原因となります。 

• 本製品はソノヴァ・ジャパンまたはソノヴァ・ジ
ャパンが指定するサービスセンターによっての
み修理可能です。

• フォナック指定の付属品を使用してください。

1. 本体付属品（要確認）

・パートナーマイク
本体

・電源アダプター
・USB-C ケーブル

・ポーチ
・ストラップ
・保証書
・取扱説明書（本書） 

2. 各部の名称

① マイクロホン音口
② USB-C ソケット
③ クリップ
④ ペアリングボタン
⑤ 電源スイッチ
⑥ インジケーター

3. パートナーマイクの使用イメージ

パートナーマイクを装着した話者の声は、補聴器に直接
伝送されます。パートナーマイクの電波が届く範囲は見
通しで最大 25m です。（使用環境により異なります） 

クリップを使用

ストラップを使用

4. パートナーマイクの充電

ご使用の前に、あらかじめパートナーマイクを充電して
ください。 

（初めて充電する場合は、インジケーターが直ぐに緑色
に光らなくても 2 時間は充電し続けるようにしてくださ
い） 

充電時間 約 2 時間 

使用可能時間 約 6 時間 

① 充電はパートナーマイクに付属の AC アダプタ
を使用します。電源がオフであることを確認し
て、図のようにパートナーマイクの USB-C ソケ
ットに AC アダプタのケーブルを差し込みます。 

（充電中はインジケーターが緑色に点滅します。充電
が完了すると、インジケーターは緑色に点灯します） 

② 充電が完了したら、パートナーマイクから AC ア
ダプタのケーブルを抜いてください。充電完了
後、AC アダプターを接続したままでも、安全性
に問題はございません。

5. 電源のオン・オフ

電源スイッチを横にスライドすると、電源のオン・オフが
可能です。 

（オフ）（オン）

電源オンの状態では、電
源スイッチの部分に緑
色の目印が現れます。 

6. ペアリング

パートナーマイクと補聴器をワイヤレス通信させるには、
ペアリング作業が必要となります。ペアリング作業とは、
ワイヤレス通信機器どうしを通信させる際の初期登録の
ことです。この作業は初めて使うときに一度だけ行う必
要があります。

ペアリング方法 
① まず補聴器の電源をオンにします。
② パートナーマイクの電源をオンにし、パートナー

マイクと補聴器を 10 ㎝以内に近づけます。
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③ パートナーマイクをペアリングモードにします。

初めてペアリングモードにする場合、パートナーマイ
クの電源をオンにすると、自動的にペアリングモード
に移行し、インジケーターが青色の点滅に変わります。 

2 回目以降にペアリングを行う場合、パートナーマイ
クの電源をオンにした後、ペアリングボタンを短押し
すると、ペアリングモードに移行し、インジケーター
が青色の点滅に変わります。

④ ペアリングは直ぐに完了します。ペアリングに成
功すると、パートナーマイクのインジケーターは
緑色に点灯し、補聴器からお知らせ音が聞こえま
す。

※ パートナーマイクが別の補聴器とすでにペアリン
グ済みであった場合、新しい機器とペアリングする
と、以前ペアリングした機器とのペアリング内容は
破棄されます。

ペアリング情報の削除 
パートナーマイクに保存されたペアリング情報を削除す
るには、電源オフの状態から、ペアリングボタン（ ）
を押しながら電源をオンにします。インジケータが緑色
に点灯し始めるまで約 10 秒間押し続けます。 
緑色に点灯した後、再度青色の点滅に変わりますが、これ
はペアリングモードになったことを示しています。 

点滅(青)
→ 

(ペアリング情報消去) 

 点滅(青) 

(ペアリングモード) 

7. ペアリング台数

パートナーマイクは、左右を含む補聴器 1 セットとのみ
ペアリングすることが可能です。2 セット以上を同時にペ
アリングおよび使用することはできません。

8. パートナーマイクを使用する

パートナーマイクをご使用の際は、補聴器の電源をオン
にして正しく身に着けてください。 

① 直線距離 25m 以内の場所で、パートナーマイク
の電源をオンにします。パートナーマイクは自動
的に補聴器と接続します。通常、数秒秒程度で接
続が完了しますが、環境によっては少し時間がか
かる場合があります。接続してもお知らせ音は鳴
りません。

② パートナーマイクが正し
く動作しているか確認す
るには、マイクロホン音
口を指で数回こすってく
ださい。補聴器からガサ
ガサと音が聞こえればパ
ートナーマイクと補聴器
は正しく動作していま
す。

③ パートナーマイクが口元
から 20cm 以内の距離に
納まるよう、話し手の胸
元にクリップで固定する
か、ストラップを首から
掛けてください。

※ クリップで固定させる場
合、パートナーマイクが
45 度以上傾かないように
取り付けてください。

※ パートナーマイクを衣服
で覆わないようにしてく
ださい。雑音の原因にな
ります。

④ 使用を終了する時は、パートナーマイクの電源を
オフにします。接続が切れると、自動的に補聴器
は直前まで使用していたプログラムに戻ります。 

9. インジケーター表示

インジケーターでパートナーマイクの状態を知ることが
できます。

状態 インジケーター表示

電源オン時 3 秒間点灯(緑) 

作動中 点灯なし 

電源オフ時 点灯なし 

充電中 点滅(緑) 

充電完了 点灯(緑) 

電池残量低下 点滅(赤) 

接続待機中 点灯(緑) 

通信中 点灯(青) 

ペアリングモード 点滅(青) 

ペアリング成功 点灯（緑） 

ペアリング失敗 5 秒間点灯（赤） 

エラー 点灯（赤） 

10. ボリューム調節

パートナーマイクからのボリューム調節は、補聴器の多
機能ボタン、またはあらかじめお使いのスマートフォン
と補聴器が Bluetooth ペアリングされていれば、マイフォ
ナック アプリ※から行うことが可能です。

※ Android および iOS のスマートフォンからアプリを
ダウンロードすることが可能です。

11. 低電圧のお知らせ音

パートナーマイクの充電残量が約 30 分前になると、10 分
に 1 回補聴器から 2 ビープ音が提示され、インジケータ
が赤色に点滅します。 

12. Compliance information

Japanese Radio Law Compliance 
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law（電
波法） . This device should not be modified (otherwise the 
granted designation number will become invalid).  
Certified Number（認証番号）：202-SMH022 

13. 保証期間とアフターサービス

• 不具合がある場合は修理いたします。
• 本製品の無償保証期間はお買い上げ日より 1 年間

です。
• 無償保証期間が過ぎて不具合がある場合、有償修理

となります。
• 保証期間内であっても、お客様による誤った使用、

過失、改造による故障の場合、有償修理となる
場合があります。

• 製品に同梱されている保証書に「販売店名」「お買い
上げ日」などが記載されていることを確認し、大切
に保管してください。

• 修理を依頼する際、お求めの販売店にご連絡くださ
い。修理の際には保証書が必要となります。

• 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の
全部または一部を変更する場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

14. シンボルマークの説明

使用/輸送/保管時の環境条件（温度/湿度） 

製品の輸送・保管時の周囲温度は-20℃から
60℃の間、使用時の周囲温度は-10℃から
45℃の間でなければなりません。 

この記号は、製品の輸送、保管時の水漏れ厳
禁であることを示しています。 

製品の保管時の環境は湿度 70％以下、輸送・
使用時の周囲温度は 90％以下（いずれも結露
しないこと）でなければなりません。 

製品の輸送・保管・使用時の気圧は 200 から
1500hPA の間でなければなりません。 

Memo 

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 

TEL 0120-06-4079（お客様相談窓口） 

FAX 0120-23-4080 

www.phonak.com/jp/ja 

20cm 
以内 

販売店名 

2 秒間点灯(緑) 
→

CE マークは、Sonova AG によって本製品が無
線機器指令 2014/53/EU に準拠していることを
示しています。 

この記号は、製造工場を示しています。 

この記号は、通常と異なるごみ処理が要求さ
れる可能性があることを意味します。処分さ
れる際はお住いの自治体が定める方法に従っ
てください。 


