オーティコン コネクティビティ

周りや世界ともっと
つながり続けるために

日々の聞こえをもっと豊かに
仕事も、学びもより楽に
オーティコンのワイヤレスアクセサリー「コネクティビ
ティ」は、補聴器の聞こえやコミュニケーション体験を
高めるために開発された、使いやすくそして総合的な
シリーズ製品です。
コネクティビティシリーズ製品は、お客様の補聴器を最
大限に活用いただくことに役立ちます。※例えばテレ
ビ、スマートフォン、音楽プレイヤー、パソコンからの音
をワイヤレスヘッドフォンのように直接耳もとへと届け
ます。
オーティコンON アプリを使って補聴器を操作【無料】
オーティコン ONアプリを活用し、補聴器の音量調整
や、プログラムを切り替え、ヒアリングフィットネス機能
による補聴器装用状況の確認、またTVアダプターなど
との併用時にはリモコン機能も活用いただけます。

* 2.4 GHz Bluetooth® 低エネルギー搭載のオーティコン補聴器との互換性

子どもたちを世界につなげる
オーティコンの小児用補聴器は、子どもたちにとって補
聴器だけの存在ではありません。現代社会に羽ばたく子
どもたちが世界と垣根無くつながることを支えます。
大人のための総合的なワイヤレ
NEW
スアクセサリー製品シリーズに
加えて、エデュマイクをご紹介し
ます。
エデュマイクは、子どもたちが学
校で直面する、日々の喧噪のな
かでの聞こえの課題を解決する
ために設計されています。
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12ページも参照ください。
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簡単、安心
シンプル操作で通話も楽しく
2.4GHz 低エネルギー技術を搭載したオーティコンの補
聴器は、iPhone®との直接接続が可能、またその他のス
マートフォンは、コネクトクリップの併用で電話通話が楽
しめます。

スマートフォンでのハンズフリー通話
コネクトクリップをご使用いただくと、iPhone、Android™
スマートフォンなどのスマートフォンを使って簡単にハ
ンズフリー通話ができます。
コネクトクリップはスマートフォンからの通話を直接補
聴器に送信、またコネクトクリップの内蔵マイクはあな
たの声をクリアに届けます。コネクトクリップとの組み合
わせによって補聴器が高品質なワイヤレスヘッドセット
に変わります：
• 外出先などでもハンズフリーでの発信および受信が
可能に - 両耳へのストリーミング
• スマートフォンから補聴器へ音楽、ビデオ、その他の音
声をワイヤレスでストリーミング音量を変えたりや、プ
ログラムの切り替えを行うリモコン
としても

お使いの補聴器は Made for iPhone補聴器です。
• iPhone、iPad®、または iPod touch®と直接接続ができ
ます。
• 補聴器がステレオヘッドフォンのように機能します。
• 通話、音楽、ビデオなどの音声を補聴器に直接ストリ
ーミングできます。
• iPhoneを使用して音量を調節、
プログラムの変更がで
きます。

Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod Touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標
です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。Android および Android ロゴ、Google Playおよび
Google Playロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。
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みんなの話が
もっとクリアに

先進の補聴器を使っていても、特に騒がしい場所、講義
や会議、自宅の電話やコンピューター越しに話すときな
ど、誰かが話している内容をはっきりと聞くのが難しい
場面があります。
コネクトクリップならば、補聴器に直接音声をストリー
ミングして、これらすべての状況でより良い聞こえを届
けます。背景騒音が低減され、聞きたい人の声がもっと
聞き取りやすくなります。
離れた場所や騒音下で音声を聞く
• コネクトクリップを、話を聞きたい相手に渡して、
リモ
ートマイクとして使用します
• コネクトクリップは、話者の声を補聴器に直接ストリ
ーミングできます
• オーティコンON アプリとの併用で、コネクトクリップ
の音声の音量と背景騒音を制御します
• 通信範囲: 20ｍまで

10メートルまで

コンピューターでのチャット
• コネクトクリップをお使いのPCとペアリングしてもご
使用いただけます。
• コネクトクリップを使用したSkypeなどのチャット、ま
たはビデオを見たりするときにも補聴器に直接音声
をストリーミングします。
• 通信範囲: 10mまで
ご家庭の固定電話で話す
• 電話アダプター2.0をご家庭の電話システムに接続
• コネクトクリップを使用して電話に応答
• 電話の発信者の声が補聴器に直接届きます。
• 通信範囲: 30mまで

電話アダプター
30ｍまで
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補聴器をリモート操作

補聴器に直接音を届ける

補聴器の音量を調節、プログラムを変更、またはミュー
トにしたい場合は、オーティコン ONアプリ、コネクトクリ
ップ、またはリモートコントロールの3つのいずれを介し
てもこれらの操作ができます。

テレビアダプター3.0をご使用いただくと、お気に入り
のテレビ番組を楽しんだり、ステレオで音楽を聴いた
りとワイヤレスステレオヘッドフォンを装着している
かのように直接補聴器で聴くことができます。
テレビアダプターでできること:
• 補聴器に直接音声をストリーミングして、テレビをよ
りはっきりと聞いたり、ご家庭のオーディオシステム
とつないで音楽を聴くこともできます。
• 家族と一緒の時もテレビの音量はそのままで、ご自
身の聞きたい音量に調整できます。
• 補聴器は最大4台までテレビアダプターをペアリン
グでき、それぞれを切り替えることができます（追
記：VeloxSシリーズ補聴器のみ）
• オーティコンONアプリをリモコンのように利用して
音量を調整することが可能です。
• 通信範囲：15ｍまで
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オーティコンONアプリで
補聴器をブーストアップ

オーティコン ONアプリを使って、補聴器を簡単に
そして目立たず調節
iPhoneとAndroidスマートフォンでご利用いただける
オーティコンONアプリは幅広い機能を提供します:
•
•
•
•
•
•

補聴器プログラムの切り替え
音量調整
電池残量確認
補聴器を探す機能
ヒアリングフィットネス機能
IoT（IFTTTウェブサービス）

オーティコンのウェブサイトも参照ください
www.oticon.co.jp
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もっともサポートが必要な時に聞こえをブーストアップ
日常で、騒音の中など会話の聞き取りのサポートがより
必要と感じる場面で、オーティコンONアプリのブースタ
ー機能を使用して、補聴器からよりサポートが得ることが
できます。
* オープン、シヤ、ルビー及びエクシード3はオープンサウンドブースターは非対応

アプリをご利用いただくには
1. APP StoreまたはGoogle PlayからオーティコンOn
アプリをダウンロードします。
2. オーティコン補聴器を iPhone、iPad、Android™ スマ
ートフォンまたはタブレットとペアリングします。
3. 準備は完了です。

.Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod Touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App
StoreはApple Inc. のサービスマークです。Android および Android ロゴ、Google Playおよび Google Play ロゴ
は、Google LLCの商標または登録商標です。
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日常のあらゆる聞こえの機会を
逃さない
重要な情報を聞き逃さない、それはときに難しい課題
です。たくさんの人がいるにぎやかな場所で誰かの話
しを聞く－これは難しい場面の一つです。
講演会や学校、劇場など話者や音源と距離が離れてい
る場所、またスポーツ中に相手の声を聞くことも難し
い課題の一つです。
オーティコンのエデュマイクは、話者の声をユーザー
の補聴器に直接送信することでこれらの問題を解決し
ます。 使いやすく目立たない、シンプルな操作性のリ
モートマイクです。 公共の場所などに設置されたヒア
リングループシステムから音声を拾って補聴器に送信
するテレコイルも備えています。
エデュマイクは、PC、
タブレット、スマートフォンや電子
黒板などさまざまな種類のオーディオ電子機器からの
音声ストリーミングが可能です。また一般的な3.5 mm
ヘッドフォンジャックを介した接続も可能です。
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喧噪に満ちた環境で、子どもたちの聞こえをサポート
難聴のある子どもたちにとって、にぎやかな教室は試
練の場でもあり、周囲の会話についていくことに難し
さを感じています。
このような場所で、エデュマイクは、
先生の声を子どもたちの補聴器に直接届けることで、
より効果的にこどもたちの学習をサポートします。
学校以外でも、エデュマイクは子どもたちにとって
かけがえのないつながりを創り出します。家庭では、エ
デュマイクをオンにすれば、テレビがついていても、兄
弟げんかの最中であってもエデュマイクはあなたの声
を常にお子さんの耳に直接届けます。 さらに、遊び場
で、買い物中やその他の騒がしい環境でエデュマイク
をお使いいただけます。

EduMic（エデュマイク）
カラー／ホワイト
サイズ／H66×W30×D22mm
重さ／36g
電池および電池寿命／約２年
（リチウム電池で通常使用）

98,000円（税別）
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補聴器専門家との遠隔での
コミュニケーションが可能に
補聴器のメリットを最大限に活用いただくために、補
聴器専門家との二人三脚が欠かせません。テクノロジ
ーの進化で、遠隔で補聴器の微調整などサポートを受
けることも可能になりました。大切な問題は、直接会っ
て相談いただく必要があり、
これに代わるものではあ
りませんが、日常的な調整などは、ご自宅などいつも
の環境からリラックスして相談いただけます。
Oticon RemoteCare アプリでできること:
• ご自宅や職場などご自身の都合に合わせて、いつも
のお店の専門スタッフと遠隔でフォローアップ相談
を行うことができます。*
• 補聴器調整のために、販売店へ足を運んでいただく
時間を節約できます。
• 遠隔セッション中には、担当スタッフと対面での会
話や、テキストメッセージのやりとりができます。
• 専門スタッフは、遠隔で補聴器調整を行い、補聴器
を最大限活用できるようサポートします。
• 相談しながら、補聴器の新たな設定などをテストで
きます。

日常をより便利にするための
オーティコン コネクティビティ製品
テレビアダプター 3.0
迫 力 のステレオ音 声を好 みの音 量で、補
聴器に直接届けます。補聴器をワイヤレス
ヘッドフォンのように使うことができ、オーディ
オシステムやホームエンターテイメントシステム
との接続も可能です。

テレビ

15m まで

カラー／ブラック
サイズ／ H21×W124×D80mm
重さ／ 107g
テレビアダプター 3.0 使用時のワイヤレス通信範囲／最大15m

28,000 円（税別）

リモートコントロール 3.0
ボリューム調整やプログラムの変更などを、
手元の操作で簡単に行うことができます。

1.8m まで

カラー／ブラック
サイズ／ H75.3×W35×D12mm
重さ／ 32.7g（電池含む）
通信範囲／最大 1.8m
電池および電池寿命／約 1 年（単 6 電池で通常使用）

20,000 円（税別）

電話アダプター 2.0（FW2.0）
自宅や職場の固定電話と接続して、補聴器へ
相手の声を直接届けます。

固定電話

※電話アダプター2.0を補聴器と使用する
場合はコネクトクリップが必要となります。

30m まで

カラー／ブラック
サイズ／ H21×W124×D80mm
重さ／ 100g
通信範囲／最大 30m

28,000 円（税別）

オーティコンリモートケア
アプリは App Store
または Google Playから
ダウンロード可能です。
リモートケアサービスをご利用できるかどうかは販売店によって、またお使いの補聴器
によっても異なります。サービスについてはお買い上げの販売店へご相談ください。
* 技術要件:

リモートケアサービスに対応したワイヤレス補聴器をお持ちであること、また
安定したインターネット接続環境が必要です。iOS12以降搭載の iOS製品、および OS 8.
以上のリモートケアAPPと互換性のあるAndroid製品が必要です。互換性については
オーティコンのHPを参照ください。
www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/support/faq/compatibility
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コネクトクリップ
ご自身の胸元などにつけて使い、固定電話からの
声やスマートフォンからの音を直接補聴器で聞くこ
とができます。
また話し手の胸元につけてもらうこと
でリモートマイクとして使うこともできます。

20m まで

カラー／ブラック
サイズ／ H53×W27×D18mm
重さ／ 27g
電池および電池寿命／約2年
（リチウム充電池で通常使用）

50,000 円（税別）
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“Life-changing technlogy”は、難聴者を中心に考え、
聞こえに悩む人々の人生を変える(Life-changing)ために、
最先端の技術(Technology)を提供しつづける、
という２つの理念をあらわしています。

オーティコンのワイヤレスアクセサリー製品は下記の
シリーズ製品と互換性があります:
オーティコン オープンS
オーティコン オープンプレイ
オーティコン オーティコンエクシード
オーティコン オーティコンエクシードプレイ
オーティコン オープン
オーティコン ルビー
オーティコン シヤ
製品の互換性の詳細については、お店で相談いただ
くかまたは次のWebサイトにアクセスしてください。

www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/support/faq/
compatibility

www.oticon.co.jp
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オーティコン補聴器のご相談・ご用命は

