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はじめに
マイフォナックは、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、正しくお使いください。

使用目的
マイフォナック アプリを使用することでお使いの補聴器の音量調節や
プログラム変更、音質の微調整ができ、その設定をアプリ内に保存でき
ます。また、聴覚専門家へ接続してコミュニケーションを取り、遠隔で
補聴器をフィッティングしてもらうことなども可能です。

Bluetooth® のマークは、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。 
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 Inc. の商標です。

iOS は Cisco Inc. の商標です。

互換性の情報:
マイフォナック 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。
マイフォナック アプリは、Bluetooth® 低エネルギー モード
(BT-LE)機能を持つスマートフォンで使用でき、iOS バー
ジョン12以降のiPhoneと互換性があります。
また、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
マートフォンで使用できます。
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概要 - リモコン

リモコン リモコン

静かな環境(自動)
実行中のプログラム

自動 快適性

周波数

音量

低音

大きな音を下げる 小さい音を上げる

中音

高音

ノイズリダクション

ことばの指向性

ダイナミクス

更新 名前を付
けて保存

明瞭度

50% 50%

リモコン

プログラム リスト

イコライザー

プリセット変更

音量

音の調整

ダイナミクス

現在の設定をカスタム 
プログラムとして保存

既存の設定を更新

設定

左右の音量調節

操作ガイド 

現在の補聴器
のプログラム*

電池の状態**

ミュート/
ミユート解除

*お使いの補聴器がフォナック パラダイスの場合はオートセンス OS 4.0、フォナック マーベルの場合はオートセンス OS 3.0、フォナック オーデオ B-ダイレクトの場合はオートセンス OSになります。
**充電式補聴器でのみ有効

ナビゲーション
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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
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アプリのインストール

• スマートフォンが Wi-Fiまたはモバイル データ通信でインターネットに接続されていることを確認してください。
• スマートフォンの Bluetooth® がオンになっていることを確認してください。

プライバシーの承認
操作を続行してアプリ 
を使用するには、[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。

アプリの起動
アプリを開いて、[次へ]
をタップします。

製品の向上
使用データの提供につ
いて選択します。提供
いただく使用データ
は、当社製品の品質向
上に役に立てさせてい
ただきます。

ストリーミングの有効
お使いの補聴器で音楽を
ストリーミングしたり、
電話を受け取るには、ス
マートフォンの[設定]＞
[Bluetooth]の順に進
み、接続機器のリストに
補聴器を追加する必要が
あります。その後、アプ
リに戻りペアリング操作
を続けてください。

アプリのダウンロード
アプリをダウロードし
ます。続行する前にパ
スワードが必要な場合
があります。

マイフォナックへようこそ

当社の品質改善にご協力くだ
さい

ご使用の補聴器での通話、スト
リーミングおよびタップコン
トール（使用可能な場合）	

を有効にする

プライバシーに関する通知

リモコン、リモートサポート、ヒアリングダ

イアリーの使用を開始します

使用データをご提供いただくことで、製品やサー

ビスの向上や改善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。

電話の「設定」>「Bluetooth」を選択し、接続

機器のリストにご使用の補聴器を追加します。

その後、アプリに戻り操作を続けます。

既に補聴器は電話にペアリングされている、ま

たは後でペアリングを行う

次へ 同意する

同意する 続ける

いいえ、結構です お困りの場合

戻る

Sonova AG

64件の評価

17歳以上5.0
年齢

マイフォナック

入手する
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対象補聴器とのペアリング １/２

補聴器とマイフォナック アプリをペアリングします。補聴器の電源をオンにしてから、3分以内にペアリングを完了してください。
時間内にペアリングが完了しなかった場合は、次の方法で補聴器の電源を再度オンにし、ペアリング操作を再度行ってください 。

ペアリングの説明
[続ける]をタップして補
聴器を検出します。
お使いの補聴器に対す
る説明は[非充電式補聴
器]または[充電式補聴
器]をタップして確認し
ます。

検出
互換性ある補聴器がアプ
リ内で検出されます。
この処理にはしばらく
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
複数の補聴器が検出さ
れると、複数表示され
ます。補聴器のプログ
ラムスイッチ/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。

補聴器をアプリに接続する 補聴器の再起動

探しています 探しています 探しています

マイフォナックがこの
機器の位置情報を取得
できるようにしますか?

許可しない 許可する

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。補聴器を探しています 補聴器を探しています 補聴器を探しています

スティーブの左の補聴器

スティーブの右の補聴器

スティーブの左の補聴器

スティーブの右の補聴器

ピートの左の補聴器

以下の種類の補聴器に関する取り扱いを表示

表示

非充電式補聴器

充電式補聴器

続ける 続ける

選択 選択

選択
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補聴器のペアリング補
聴器は１台ずつ接続され
ます。

すべての補聴器の確認A
補聴器へのBluetoothペ
アリングが要求された場
合、[ペアリング]をタッ
プしてください。両耳で
使用している場合、この
作業を２回行う必要があ
ります。

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。

ペアリングの完了
これでマイフォナック 
アプリが使用できる状
態になりました。
[OK] 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  2/2

スティーブの左の	

補聴器

スティーブの左の	

補聴器

スティーブの右の	

補聴器

Steveの右耳用の補聴器を

iPhone とペアリングします。

スティーブの右の	

補聴器

Bluetooth ペアリングの要求

ペアリング完了

これでマイフォナック アプリを使用する準備が整
いました。

OK

ペアリングキャンセル
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ペアリングに関するトラブルシューティング

お使いの機器に関する互換性は以下のページ（英語）から確認することが可能です。
Compatibility Checker — https://marvel-support.phonak.com/en/audeo-m-cell-phone-compatibility/

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

両方の接続に失敗
[やり直す]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

 [やり直す]をタップ
し、ペアリング処理を
再開します。

互換性がない補聴器
アプリを互換性がない
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。

スティーブの左の	

補聴器

スティーブの左の	

補聴器

スティーブの右の	

補聴器

スティーブの右の	

補聴器

やり直す
やり直す

左側だけを接続

探しています

補聴器を探しています

スティーブの左の補聴器

スティーブの右の補聴器

ペアリング処理に進まない
携帯電話がインターネットと接続さ
れており、Bluetoothが有効になっ
ていることを確認します。補聴器を
再度電源オンにしてから、ペアリン
グを再試行してください。

https://www.phonak.com/myphonakapp
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リモコンの画面 １/3

補聴器の音量調節
スライダーを上下に動
かすことで、補聴器の
音量を調節できます。
両耳装用の場合、音量
調節した内容は両方の
補聴器に適用されます。

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、[　　]
矢印をタップします。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。

左右の音量調節
分割アイコンをタップ
していただくと、音量
スライダーが分割され
ます。これで左右の補
聴器の音量を個別に調
節できます。

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。

ナビゲーション
[　　]をタップしてい
ただくと、アプリの機
能一覧が表示されます
（ヒアリングダイア
リー、招待状などは未
導入の機能です）。

自動
実行中のプログラム

自動
実行中のプログラム

自動
実行中のプログラム

リモコン

リモコン

自分の補聴器

リモートサポート

ヒアリングダイアリー

ヘルス

マイフォナック

マイ プロフィール

招待状

よくあるご質問

リモコンリモコンリモコン

プログラム選択

自動(オートセンス OS)

静かな環境

レストラン
騒音下でのことば

音楽
音楽

テレビ
音楽

ヨガ
静かな環境

すべて プログラムスイッチ
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リモコンの画面  2/3

機能は、補聴器のプログラミングおよびワイヤレスアクセサリーにより異なります。

環境バランス
外部のストリーミング機
器(テレビコネクター、
音楽など)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。

耳鳴マスカ
耳鳴りの症状があり、耳
鼻科医から耳鳴マスカの
使用方法を指導されてい
る方は、マスキングノイ
ズの音量を調節すること
が可能です。

•  プリセット変更
•  [低音]、[中音]、およ

び[高音]の調節
•  音量調節
•  ノイズリダクションと

ことばの指向性の調節
•  ダイナミクス

リモコンの設定画面

画面のサイズによって
は、すべての機能が一度
に見えない場合もありま
す。

閉じる

リモコン リモコン

バランス 耳鳴マスカ

周囲 -マイク +

リモコン

プログラムのオプショ
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。その場合は、[設定]
アイコンを押してアクセ
スできます。

テレビ
実行中のプログラム

リモコン リモコン

静かな環境(自動) 非常に騒がしい中でのことば(自動)

快適性 快適性

周波数

音量

音量

ノイズリダクション

ノイズリダクション

ことばの指向性

名前を付
けて保存

名前を付	
けて保存

アップデート

明瞭度 明瞭度

低音

低音

中音

中音

高音

リモコンの設定画面
設定画面では、以下の機
能にアクセスできます。
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カスタム プログラム名
称の作成
作成したプログラムに名
前をつけて保存すること
ができます。

カスタム プログラムの
更新
[更新]をタップしていた
だくと、編集したカスタ
マプログラムの内容を保
存することできます。

マイフォナック メモリー*

電話が終了した後、通話
直前のプログラムに自動
的に戻ります。

カスタム プログラムの
作成
[名前を付けて保存]を
タップしていただく
と、カスタム プログラ
ムの命名の画面にアク
セスします。

閉じる閉じる

リモコン

保存

完了

リモコンリモコン

音量音量

ノイズリダクションノイズリダクション

ことばの指向性ことばの指向性

ダイナミクスダイナミクス

名前を付	
けて保存

名前を付	
けて保存

アップデート更新

大きな音を下げる大きな音を下げる 小さい音を上げる小さい音を上げる

マイ レストラン

新規プログラムの追加

カスタム プログラムに
アクセス
聴覚専門家が設定したプ
ログラムと3つのテンプ
レート(マイミュージッ
ク、マイテレビ、マイレ
ストラン)プログラムがあ
ります。

*マイフォナック メモリーは、パラダイス機器でのみ使用可能

リモコン リモコン

プログラム選択 プログラム選択

自動(オートセンス OS) 自動(オートセンス OS)

静かな環境 静かな環境

レストラン
騒音下でのことば

マイ レストラン
騒音下でのことば

音楽
音楽

テレビ
音楽

マイ レストラン
騒音下でのことば

すべて すべてプログラムスイッチ プログラムスイッチ低音低音

中音中音

リモコンの画面 3/3

機能は、補聴器のプログラミングおよびワイヤレスアクセサリーにより異なります。
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通知
スマートフォンのホー
ム画面に、聴覚専門家
からの着信の通知が表
示されます。

カメラとマイクロホン
にアクセス
[OK]をタップして、カ
メラとマイクロホンへ
のアクセスを許可して
ください。

リモートサポートを開始
予約時間になったら、
マイフォナック アプリ
を開いて[スタート]を
タップして、リモートサ
ポートを開始します。

ビデオ通話に応答
自動的に聴覚専門家に
接続されます。[応答]
をタップしてリモート
サポートを開始してく
ださい。

リモートサポート １/２

遠隔で聴覚専門家とビデオ通話しながら、補聴器を微調整してもらうことができます。

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、ご利用の電話プロバイダーに確認してください。

音声のみの通話が10分間で約30MB 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。

予約の時間になりましたら、[スタート]をタップ

して、担当聴覚専門家に準備ができていることを

知らせてください。安定したインターネット接続

があり、補聴器の電池が充電済みまたは新品であ

ることを確認してください。

スタート

リモートサポート

Anne Smith
が呼び出し中

12月30日土曜日

現在

聴覚専門家から電話がかかってきました。
マイフォナック アプリを開いて電話を取るには、こ
ちらをタップしてください。

着信 「マイフォナック」は、マイクロ

ホンにアクセスします。 

許可しない OK

準備はよろしいですか?

予約の時間になりましたら、[スタート]をタップ

して、担当聴覚専門家に準備ができていることを

知らせてください。

スタート

リモートサポート

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。

拒否

応答
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リモートサポート 2/2

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/オフを切り替えることができます。

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
に移ります。

カメラ オフ
自分の映像を表示した
くない場合は、[　　]
アイコンをタップして
カメラをオフにするこ
とができます。

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。
お使いの補聴器が接続
されましたら、ビデオ
画面の上部に[接続しま
した]と表示されます。

新規設定の保存補聴
器が接続された瞬間
や設定が保存された
瞬間は、補聴器が
ミュートになりま
す。補聴器の状態
は、ビデオ画面の上
部で表示されます。

ビデオを開始します... 接続しました 終了しました

左 左右 右
接続しました 接続しました接続しました 接続しました

通話中
聴覚専門家へ接続され
ています。
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自分の補聴器

統計データ
毎日の平均装用時間が
表示されます。

タップ コントロール*

タップコントロールの
設定をアプリで変更す
ることができます。

自分の補聴器
「自分の補聴器」画面に
は、選択可能なすべての設
定が表示されます。また、
充電式補聴器をお使いの場
合は電池の残量も表示され
ます。利用可能な設定はお
使いの補聴器によって異な
ります。
•  プログラム
•  統計データ
•  タップコントロール
•  オート電源オン
•  Bluetooth 通話
•  ストリーミング方法

プログラム
ご利用可能なすべてのプ
ログラムはこちらの画面
に表示されます。[>] を
タップしていただくと、
選択したプログラムの詳
細が表示されます。

機器の削除
[はい、削除します]を
タップしていただく
と、お使いの補聴器は
アプリから削除されま
す。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
必要があることに注意
してください。

これらの機能は、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。

機器を削除する

ストリーミングの一時停止/再生

ストリーミングの一時停止/再生

音声アシスタント

オフ

電話またはストリーミングの	

応答/終了

プログラム自分の補聴器 ご使用の補聴器

プログラム

マイ統計データ マイ統計データ

オーデオ P90-R オーデオ P90-R 毎日の平均装用時間
ダブルタップの機能を選択する

7.2時間/日

直近の聴覚専門家とのアポイントメント	

(2017年12月1日)以降

機器を削除する

マイ統計データ

補聴器を削除しますか?

アプリを使用するには、補聴器を再度ペ

アリングする必要があります。

キャンセル

はい、削除します

タップコントロール

左の補聴器

左右の補聴器

右の補聴器

*特定の補聴器でのみ有効

自動(オートセンス OS)

静かな環境

通話

ロジャー ダイレクト

レストラン
騒音下でのことば

音楽
音楽

テレビ
音楽

ヨガ
静かな環境

すべて プログラムスイッチ

ヘルス**

体形と健康を維持す
る、利用可能なアプリ
の紹介画面にアクセス
できます。

ヘルス

**「ヘルス」セクションのコンテンツは頻繁に更新されます。上記の画像は例として示しています。
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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、2020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

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。 

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、補聴器のスイッチが入ってい
るか、および電池が切れていないか確認してください。

音量を下げたり、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信号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。

補聴器をアプリと接続するには、 Bluetooth を有効にする必
要があります。

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · スイス
www.phonak.com
V1.03/2021-04/MaM  © 2021 Sonova AG  All rights reserved

0459
2020年に CE マークを取得




