取扱説明書

ご使用の前に、必ずお読みください。

A&Mデジタル補聴器

XTM耳あな型

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・ご使用前に「安全上の注意事項」
（3 〜4 ページ）を必ずお
読みください。
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保管してください。
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医療機器認証番号：第230ABBZX00073A01号
機械器具73

管理医療機器

補聴器

耳あな型補聴器（JMDNコード 34672000）

販売名 ： A&Mデジタル補聴器 XTM耳あな型
【使用目的又は効果】

【禁忌・禁止】
＜併用医療機器＞「相互作用の項参照」

身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とする。

MRI 検査をおこなう場合は、補聴器を検査室に持ち込
まないでください。
[ 誘導起電力による局部的な発熱で火傷のおそれがあ
ります。また、磁気により本製品が MRI 装置に吸着さ
れたり、故障する可能性があります。]

【使用方法等】(詳細は取扱説明書を参照すること)
1. 電池室に電池を入れる。
2. 補聴器を装用する。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞

【形状
*
・構造及び原理等】
a. 構成

⑤

③

XTM IF ITC P4

②

①

④

⑦

⑥

① 音の入口
② 電池室
③ 音量選択
・消音ボタン
④ テグス
⑤ スリーブ
⑥ フェースプレート
⑦ シェル

B

XTM IF ITC A4
⑤

②

A
C

⑦

寸
縦
（A）

⑥

④

①

法（mm）
横
（B）

13.0

奥行
（C）

9.0

17.0

重量（ｇ）

0.9
許容交差±1.0㎜、
±0.5g

b. 直接体に接触する部分の組成
セルロースアセテートプロピオネート
・フェースプレート
アクリル樹脂
・シェル
ポリアミド樹脂
・ 電池室
・ 音量選択・消音ボタン ポリアミド樹脂
ポリアミド樹脂
・テグス
シリコン樹脂
・スリーブ
c. 使用空気電池
PR41/312型

1.4V

1個

d. 原理
音を増幅して耳に伝える。

約150時間

（1）幼児などの手の届かないところに保管してください。補
聴器や電池を飲み込むと危険です。
（2）大きな音で聞き続けないでください。
さらに聞こえを悪く
することがあります。
また、補聴器からピーピー音が発生
するハウリング状態で使用し続けると、聞こえを悪くする
ことがあります。
（3）他人に補聴器を貸さないでください。他人の耳を傷める
ことがあります。
（4）補聴器を使用する前、
あるいは使用中に次の症状があ
る場合には、使用を中止して耳鼻咽喉科医師の診察を
受けてください。
・耳漏が生じたとき。
・耳の治療が必要になったとき。
・耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき。
かゆみ、湿疹が生じたとき。
・耳の皮膚が赤くなったり、
・使用すると頭痛や疲れが生じるとき。
・補聴器の外観、音質、音量等に異常を感じたとき。
・めまいが生じたとき。
（5）治療や検査の種類により補聴器に悪影響を与える場合
があります（CTなどX線を使用する診断、
マイクロ波治
療器など電磁波を利用する機器、放射線による治療な
ど）。医師に補聴器を外すかどうかお尋ねください。
（6）耳せん
（ドームなど）
を使う場合には、外れて耳の中に残
るおそれがあるため、正しく取り付けてください。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）＞
[併用禁忌]
医薬品/医療
機器の名称

臨床症状・
措置方法

機序・危険因子

核磁気共鳴
補聴器を検査
誘導起電力による局
画像診断装置 室に持ち込まな 部的な発熱で火傷の
（MRI装置） いでください。 おそれがあります。
また、磁気により本製
品がMRI装置に吸
着されたり、故障する
可能性があります。
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＜不具合・有害事象＞
（重大な有害事象）
かゆみやかぶれ（体質によって、かゆみ・かぶれを生じる
場合があります。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、
専門医に相談してください。）

＜その他の注意＞
(1）固い床の上など、落とすと壊れやすい場所で補聴器の
つけ外しをしないでください。
(2）内部を針など尖ったものでつつかないでください。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞
直射日光が当たる場所や高温・多湿の場所は避け、室温
で保存すること。

＜耐用期間＞

本体：５年 [ 自己認証（当社データ）
による ]
※適正な使用環境と維持管理の基に、適切な取扱いで本
来の用途に使用された場合、設計仕様書に記された機
能および性能を維持し、使用することができる標準的な使
用期間を意味する。

【保守・点検に係る事項】
＜使用者による保守点検事項＞
取扱説明書に従って、指定の電池を使用してください。
使用後は、補聴器および電池のお手入れをしてください。
保守部品の保管期間：製造打ち切り後 5 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
＜製造販売業者＞
シバントス株式会社
電話番号： 0800-888-0303

＜製造業者＞

Sivantos GmbH （ドイツ）
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① 安全上の注意事項

安全にお使いいただくために必ず守りましょう。

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守
りいただくことを次のように説明しています。よくお読みになって取り扱いにご注
意ください。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区
分し、説明しています。
■正しい取り扱いをされなかった場合の故障・事故について当社は責任を負いかねますので
あらかじめご了承ください。

警告

この表示がある項は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
内容です。

注意

この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物的損傷が発生する可
能性が想定される」内容です。

警告
次の場合は「XTM耳あな型」の使用を直ちに中止し、
耳鼻咽喉科医師に相談してください。
●お子さまや、自分で意思表示のできない人が使用するとき。
●耳だれが出てきたとき。

●耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ、湿疹が出たとき。

●耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき。

●耳の治療が必要になったとき。

病院などで治療や検査を受けるときは・・・
●治療や検査の種類により「XTM耳あな型」の使用に適さない場合があります。
係の人に補聴器を外すかどうかお尋ねください。
●MRIの検査のときは「XTM耳あな型」を検査室に持ち込まないでください。事故や故障の原因になります。

補聴器本体および補聴器用空気電池の使用上の注意
●幼児の手の届かないところに保管してください。
●誤って飲み込んだときはあわてず、医師、救急医療センターなどの診察を受けてください。
●電池を火中へ投入したり、充電したりしないでください。破裂する恐れがあります。
●使用済み電池は、各自治体の指定の方法で処分してください。
●空気電池から漏れた電解液が目に入った場合、失明など障害の恐れがあります。
こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師、救急医療センターなどの診察を
受けてください。
●小さな子供やお年寄りが使う場合は、誤って電池を飲み込まないよう、周囲の人が常に注意してください。
●取り出し用テグスが切れ耳あなに補聴器が残って外れない場合は、直ちに医師へご相談ください。
また、テグスが切れた補聴器のご使用は控えてください。
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注意
補聴器の使用上の注意
●補聴器を取扱説明書記載以外の方法で使わないでください。
●喧しいところでは、長時間使用しないでください。
●就寝時には使用しないでください。
●自分の補聴器を他人に聞かせたり、他人から借りたりしないでください。
→耳に合わず、耳を痛めたり、耳の病気が感染したりするおそれがあります。
●耳垢をとって、耳あなをいつも清潔な状態にして補聴器をお使いください。

取り扱いはていねいに
●補聴器はショックに弱いので、落としたりぶつけたりしないようご注意ください。
●本体にヒビが入った場合や壊れた場合には使用しないで修理に出してください。
●落として破損する恐れがありますので激しい運動をするときには補聴器を使用しないでください。
●分解や改造は行わないでください。特に内部は精密部品が入っています。マイクロホンや電池
室の内部を針状のものでつつかないでください。
●補聴器が汚れてきたら付属の掃除ブラシできれいにしてください。補聴器が上、掃除ブラシが
下になるように持って掃除します。

補聴器は高温や湿気をきらいます。
●直射日光の当たる場所やストーブの近くなどには長時間置かないでください。
●お風呂やシャワーに入るときは補聴器を必ず外してください。
●台所や浴室など湿気のあるところに放置しないでください。

水には注意しましょう
●もし、水中に落としてしまったり、衣服と一緒に洗濯してしまったら････
→水中に落としたときは、電池を出してよく水を切り、陰干しにして修理に出してください。
→洗濯機に入れたり海水や汚水に落としたときは、電池を出して、いったん真水で洗った後、
よく水を切り、陰干しにして修理に出してください。
→修理に出すときは、その旨説明してください。
●雨や汗、ヘアスプレーにも注意してください。
→雨や汗で濡れたときは、乾いた布ですぐに拭き取ってください。
→ヘアスプレーを使用になる際にも補聴器が濡れないようにご注意ください。

スリーブ使用上の注意
●スリーブは消耗品です。汚れが取れなくなったスリーブは交換してください。
3ヶ月に1回は交換をおすすめします。
●スリーブは取扱説明書の通りに装着してください。

携帯電話などとの併用について
●ラジオ・テレビ・アマチュア無線の放送所の近くや、すぐ近くで携帯電話などを使用してい
ると、雑音が入ったり、出力が低下したりするなどの電波障害を受ける場合があります。
その場合は、補聴器を一緒に使用しないようにお願いします。

4ページ

② 梱包内容

届いた補聴器を開けてみましょう。

本体・付属品
取扱説明書

ご使用の前に、必ずお読みください。

A&Mデジタル補聴器

XTM耳あな型

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・ご使用前に「安全上の注意事項」
（3 〜4 ページ）を必ずお
読みください。
・この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に大切に
保管してください。
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⑰ 商品に関するお問い合わせ
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一 般 的 名 称： 耳あな型補聴器
販
売
名： A&Mデジタル補聴器 XTM耳あな型
医療機器のクラス： 管理医療機器
医療機器認証番号： 第230ABBZX00073A01号

外箱

取扱説明書（本紙）

保証書

スリーブ
（小・大サイズ）
+
31
2

お試し用空気電池
PR41（312）

化粧ケース

指で押して
ください。

補聴器には大サイズの
スリーブが付いています。

取扱説明書と保証書は大切に保管してください。お問い合わせや修理の際に必要になります。

補聴器本体
（イラストは「XTM

左耳用

IF P4」に空気電池を入れたところです。）

スリーブ
（大サイズが付いています）

右耳用

空気電池シール
（茶色）
空気電池

両耳でご注文の場合は、右耳用と左耳用の補聴器は別々の化粧ケースに入っています。
右耳用の補聴器には「 R 」の刻印が、左耳用の補聴器は「 L 」の刻印があります。

5ページ

③ 補聴器の説明

名前と機能を覚えましょう。

各部の名称
イラストは「左耳用のXTM

IF P4」です。
スリーブ

耳あなのサイズに合う
ように小・大の2サイ
ズがあります。
出荷時には大サイズが
付いています。

フェースプレート
電池室
空気電池を入れます。

音量選択・消音ボタン
シェル

取り出し用テグス

マイクロホン

補聴器を耳から外す際に、
このコードを持って引っぱり出します。

イラストは「左耳用のXTM

音を拾う部分です。

IF A4」です。

スリーブ

フェースプレート

耳あなのサイズに合う
ように小・大の2サイ
ズがあります。
出荷時には大サイズが
付いています。

電池室
空気電池を入れます。

シェル

取り出し用テグス

マイクロホン

補聴器を耳から外す際に、
このコードを持って引っぱり出します。

音を拾う部分です。
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④ 耳への装着方法

補聴器を耳あなに入れる前に､

※まず、ご自身の耳あなをお掃除してください。

④ -1 最初に空気電池の茶色のシールを剥がします
イラストは「左用のXTM

空気電池の茶色い
シールを上にして
電池室に入れます

IF P4」です。

茶色いシールを
剥がします。

空気電池は茶色のシールを剥がしてから
約１分後に使用可能になります。
誤って本体の穴に入れると電池室の扉が
閉まらず空気電池は取り出せなくなります。

ここは本体の穴です。

誤った空気電池の
入れ方です。

補聴器は耳に入れる前に大きな音を選択していると「ピーピー」音がします。これ
は故障ではありません。元気に働いている証拠です。補聴器はこのまま使うわ
けではありません。次の手順に従い正しく耳あなに入れると「ピーピー」音がしま
せんので落ち着いて操作してください。

④ - 2 補聴器の電源を入れましょう
イラストは「左用のXTM

IF P4」です。

※空気電池を補聴器の中に入れると電源が入ります。
電池室の扉を
しっかりと
閉めます。

空気電池を入れて「ピーピー」音がしても 故障ではありません。
補聴器は、空気電池を入れると「ピーピー」音がします。
正しく装用すると、「ピーピー」音は止まります。15ページをご参照ください。
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④ - 3 耳に入れてみましょう
●スリーブの取り付け向き
スリーブは耳に入れる前にスリーブと補聴器の向きを確認する必要があります。
スリーブは補聴器取り付けたときにスリーブの突起が前の方に向きます。
正しく取り付けると下図のようにスリーブの曲がりと補聴器の曲がりが揃うようになります。

【正しい位置】 スリーブと補聴器の曲がりが揃う
前

左耳用

スリーブの突起が
前方向

右耳用

【誤った位置】 スリーブと補聴器の曲がりが揃っていない
前

左耳用

スリーブの突起が
後ろ方向

右耳用

耳の中に耳垢はありませんか？
補聴器を耳に装着する前に、必ずご自分の耳を 綿棒など で掃除して、耳垢を取り除
いてください。耳垢を取って耳あなをいつも清潔な状態にして補聴器をお使いください。

補聴器を耳の穴に、スリー
ブの側から入れます。
取り出し用テグスを下にし
て入れます。

耳たぶを指で軽く下に引っ
張り、図のように押し込む
と奥まで入ります。

スリーブは完全に耳の穴に入って外
からは見えなくなります。耳に乗っ
ているだけでは浅すぎます。
鏡で確認してみましょう。

耳に入れるときに電源を入れた状態では「ピーピー」音がしますが 故障ではありません。
正しく装用すると、「ピーピー」音は止まります。15ページをご参照ください。
耳に装着するとき、マイクロホンを指で押して挿入しないでください。
指に付いているゴミなどがマイクロホンに入るのを防ぐためです。
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④ - 4 スリーブの選び方
●「ピーピー」音はスリーブと耳あなに隙間があると鳴ります。
●そのまま「大」を入れてみて、きつかったら小さいサイズ
の「小」にしましょう。（20ページ参照）
●音がピーピー鳴っても

私のスリーブのサイズ
（ に印を付けましょう）

■小サイズ

故障ではありません。

スリーブが小さいので大きいサイズに取り替えましょう。
●スリーブがゆるい時、「ピーピー」音が鳴ります。

■大サイズ

大きなサイズのスリーブと、交換してください。
●「ピーピー」音が止まったらそれがお客様のサイズです。記
録しておきましょう。

※スリーブは消耗品です。汚れ、変色、損傷した場合は新しいものと交換してください。
劣化したスリーブを使用すると耳の中にスリーブが残ってしまう危険があります。
また汚れていなくとも

３ヶ月を目安に新品に交換してください。

④ - 5 音量をちょうどよい大きさにします
XTM IF P4 には４つの音の大きさが設定されています。聞こえの状況や周囲の環境に
合わせて音量の大きさを選択してください。
電池室に電池を載せて、電池室を閉めるとXTM IF P4の電源が入り、メロディーが6秒間流
れてから、音量「小」が選択されます。
音量選択ボタンを押すと合図音とともに設定された音量が順番（小→中→大→特大→小
→・・・）に切り換わります。
音量選択ボタンを長押しするとミュート（消音）になります。
もう一度長押しするとミュート（消音）が解除されます。解除後はミュート前の音量になり
ます。（ミュート(消音)のメロディーは、電源が入る際のメロディーとは異なります。）
音量選択ボタン
合図音
プープー
1回
プープープー
2回
プープープープー
3回
プー
4回
長押し
メロディー

音

量
中
大
特大
小
消音

音量選択・
消音ボタン

故障ではありません。音量が大きすぎるか、スリーブ
と耳あなに隙間があるか、耳への入れ方が浅いことが原因です。
スリーブはきつすぎず、緩すぎないサイズを選び直して、外から見えないぐらいまで耳あ
なにしっかりと入れてから再度、音量を選択しましょう。

「ピーピー」音がしても
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XTM IF A4 の音量調節には、リモコン（2019年6月発売予定）、またはスマートホン
アプリを使用します。
●リモコンを使った音量の調節

（リモコンの取扱説明書を参照してください。）

●スマートホンアプリを使った音量の調節
・スマートホンOS要件：

iOS(iPhone、iPadも対応)

V8.1以上

アンドロイド

V4.0以上

・本アプリのダウンロードに必要なアカウントの取得（アンドロイド向けにはGoogle Play
Store 、iPhone向けにはApple App Store）、本アプリのダウンロードとインストール
はお客様ご自身で行っていただくものです。手順等はスマートホン取扱説明書やスマート
ホンメーカーWebサイト、スマートホン購入先等でご確認ください。弊社では本アプリ単
体の動作以外の件に付きましてはサポート致しかねます。ご了承ください。

・本アプリの利用条件と個人情報保護方針については本アプリ内の規約（英語のみ）にあります。
お客様が本アプリをインストールした時点でお客様による同意があったものと見なします。

・お客様が本アプリをインストールした時点でお客様による同意があったものと見なします。

・弊社は、当社の故意に起因する場合を除き、当アプリケーションの利用にあたりユーザー
または第三者に生じた損害（使用機会・得るべき利益に関する損害、データ消滅に関する
損害、特別損害、懲罰的損害等を含む）に対して一切の責任を負いません。
・お使いになるスマートホンによっては、上記のスマートホンOS要件を満たしているにもか
かわらず、どうしても本アプリが正常に動作しないという場合もございます。そのような
場合、弊社からサポートは致しかねます。ご了承ください。
Google Play、AndroidはGoogle Inc.の商標です。
Apple App Store、iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。

ご注意
・事前にApple / Googleアカウントを取得している必要があります。
・Apple / Google アカウントの取得、本アプリのダウンロード / インストールはお客様ご自
身で行っていただくものです。手順等はスマートホン取扱説明書やスマートホンメーカー
Webサイト、スマートホン購入先等にご確認ください。弊社では本アプリ単体の動作以外の
件に付きましてはサポート致しかねます。ご了承ください。

④ - 6 スマートホンアプリ

「Smart Remote（スマートリモート）」のダウンロードの仕方

Apple App StoreまたはGoogle
Play Storeで「Connexx Smart
Remote」を検索します。

開く
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ストアの「Connexx Smart
Remote」の 開く また
は インストール ボタ
ンでダウンロードとイン
ストールが始まります。

④ - 7 スマートホンアプリ

「Smart Remote（スマートリモート）」のセットアップ
アプリ情報

下図のメッセージが表示されたら…

使い方
Smart Remote アプリはお客様が補聴器の

スマホの音量が小さすぎます。

操作・調節を簡単に行うためのアプリで
す。

アプリの音量を上げる

このアプリのご使用前に補聴器の取扱説明

対応でバイス
Smart Remote アプリは iPhone 4s、iPhone
5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone
6s、iOS 7.0 以上

Smart Remote

１. アイコンを
タップします。

OK

・スマートホンの音量を上げてください。

同意し進む

・スマートホンがミュートになっていたら、

２. アプリの説明・
注意事項が表示さ
れます。
→ 文章を読み
「同意し進む」の
ボタンをタップ
します。

3. ブランドの選択をします。
→「A&M」ボタンをタップします。

解除します。ヘッドホン等を繋げていたら
外してスマートホン本体から音が出るよう
にします。
・「P.13 設定メニュー一覧の①ブロード
キャストレベル」もご参照ください。

4. セットアップ方法の選択します。
→「マニュアルセットアップ」
ボタンをタップします。

A

ブランド選択

セットアップ

B

Smart Remote アプリへようこそ

補聴器に印字された名称を確認し、以下
の中から合致するブランドを選択してく
ださい。

QR コードスキャン
販売店から QR コード（フィッティングレ
ポートの印刷）を受け取っている場合はこ
ちら

Rexton
Audio Service (AS)

マニュアルセットアップ

A&M

アプリをマニュアル設定する場合はこち
ら

11ページ

5. 補聴器とのペアリング（セットアップ）をします。

C

セットアップ

戻る

セットアップ

D

1. Smart Remote app をお使いいただく
には、補聴器がアプリに対応している必

Smart Remote できたら補聴器がお知ら
せ音を流します

3. 補聴器を耳に付けてセットアップを開
始します。

聞こえましたか？

はい

A&M 製品
A&M A4 製品

i

いいえ

5-1 補聴器の電源が入っている場合は、電源を切ります。
5-2 補聴器を耳に入れます。
5-3 補聴器の電源を入れます。両耳の場合は左右とも電源を入れてください。
5-4 アプリの「A&M

A4製品」ボタン（画面：C）をタップします。

→「ピポッ」という音が補聴器から聞こえたら、
「はい」
（画面：D）をタップします。
これでペアリングは完了です。

→「ピポッ」という音が補聴器から聞こえない場合は、「いいえ」
をタップして、
5-1からやり直します。
※「A&M製品」ボタンをタップするとペアリングできませんのでご注意ください。
6．補聴器とのペアリング（セットアップ）が正常に完了
したら「続ける」ボタンをタップしてください。
補聴器の音量調節画面が表示されます。
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E

④ - 8 スマートホンアプリ

「Smart Remote（スマートリモート）」の使いかた

補聴器の音量を聞こえの状況や周囲の環境に合わせて調節してください。
①「音量小」ボタン
④「ミュート（スタンバイ）」
ボタン
タップすると音量を下げます。
タップするとミュート
（消音）に
②「音量大」ボタン
なります。
タップすると音量を上げます。
もう一度タップするとミュート
③「音量位置スライダー」
（消音）が解除されます。
補聴器の音量位置になります。 ⑤「設定メニュー」ボタン
スワイプで音量を変更できます。 メニューを表示します。

①

④

③

②

⑤

設定メニュー一覧
① ブロードキャストレベル
Smart Remote はスマートホンから瞬間的な高音
を出して補聴器を操作します。
スマートホンの音の大きさ（最小 / 中 / 最大）から
選択します。
（画面：F）
※通常は初期設定の 中 ままご使用ください。
補聴器の反応が悪い場合は 最大 を試してくだ
さい。
② セットアップ
11・12 ページを参照。補聴器とのペアリングをや
り直す場合に、ご使用ください。
③ 言語
表示される言語を選択します。
④ アプリの評価
ダウンロード元のストアにてアプリに評価を与える
場合に使用します。
⑤ 利用記録
利用記録をインターネット経由で自動送信し、アプ
リの品質向上に役立てます。
本機能は停止することができます。規約から弊社の
個人情報保護をお読みください。
⑥ ヘルプ
本アプリの機能を解説します。
⑦ 規約
本アプリに関する規約や法的な注意事項、個人情報
保護について解説します。（英語のみ）
⑧ バージョン
本アプリのバージョンを表示します。
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ブロードキャストレベル
セットアップ
言語
アプリの評価
利用記録

オン

利用記録を自動的に送信し、このアプリの品質向上に
役立てます

ヘルプ
規約
バージョン

F
ブロードキャストレベル
最小
中
最大

Smart Remoteアプリの画面は
バージョンによって異なる場合が
ございます。

④ - 9 補聴器の電源の切り方
イラストは「左用のXTM

IF P4」です。

※空気電池を補聴器から取り出すと電源が切れます。

電池室から空気電池を取り出す際は、
空気電池を斜めにすると取り出しや
すくなります。

電池室の扉をしっかりと
開けます。

音量選択ボタン長押しによるミュート（消音）では電源は切れません。
ミュート（消音）は、補聴器から音を出力させない待機状態のため、微弱電流を消費します。
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⑤ 補聴器の正しい使い方

あせらず、ゆっくり慣れましょう。

●補聴器は、装着して慣れるのに人によっては、2週間〜3ヶ月位かかります。
あきらめずに使っていきましょう。
●静かな所から使用を始めて、補聴器の音に慣れてください。
●「XTM耳あな型」は小さな声、遠くの声、１ｍ離れた普通の声が聞き取りにくい
方がお使いになれます。それよりも聞こえがお悪い方には適しません。
（より強い補聴器をご検討ください。）

初めて補聴器を使用される方へ
●静かな部屋から使用を始めて、補聴器と音に慣れてください。
●今まで聞こえなかった音が聞こえるので、うるさく感じますが慣れましょう。
●自分の声が大きくなりますので、小さい声で話しましょう。
●疲れを感じたら補聴器を外して休みましょう。
●毎日少しずつ練習しましょう。

ピーピー音について
ピーピー音は故障ではありません。補聴器が元気に働いている証拠です。
補聴器はそのまま使うわけではありません。

次の4点を見直してください。
●スリーブがゆるい時、「ピーピー」音が鳴ります。
大きなサイズのスリーブと、交換してください。（20ページ参照）
●補聴器が、耳に正しく装着されていない時、「ピーピー」音が鳴ります。
耳への装着方法（8ページ）を見ながら、正しく装着してください。
●大きな音量を選択していると、「ピーピー」音が鳴ります。
スリーブのサイズを適切に選び、補聴器を正しく耳に装着してから、再度
音量を選択してください。
●耳に手をかざしたり、受話器を近づけたりすると、「ピーピー」音が鳴ります。
装用中の補聴器にものが近づくと、「ピーピー」音が鳴る場合があります
ので、近づけないようにしましょう。
上記の方法を試して「ピーピー」音が止まらない場合、29ページにに記載のサポート
センターまでお問い合わせください。
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⑥ 使用上の注意

末永くお使いいただくために。

補聴器を末永くお使いいただくために、以下のことをお守りください。

補聴器は湿気と耳垢をきらいます
●ご入浴やシャワーをご使用のときは、必ず外してください。
●ご入浴後や雨の中などの濡れた耳には使用しないでください。
●就寝時には外してください。その際、別売の乾燥カップに入れておきますと、使
用中の湿気が取れますので、補聴器の寿命を長くすることができます。
空気電池は乾燥カップの中に入れないでください。空気電池は乾燥すると寿命が
短くなります。

乾燥カップの使い方

① 乾燥カップ（別売）を用意して、フタを開けます。
② 補聴器から空気電池を取り出します。
※空気電池を斜めにすると取り出しやすくなります。

③ 空気電池を乾燥カップの板磁石に置きます。
④ 補聴器の電池室を開けたままで、乾燥カップに入れます。
⑤ 乾燥カップのフタを閉じます。
①

板磁石

②

③

④

⑤

●耳垢がたまりますと、補聴器の音の出る穴に詰まり、聞こえが悪くなります。耳
の中はいつも清潔にしてご使用ください。
湿気と耳垢が、補聴器にとって最大の故障原因になりますので、こまめに取り
除いてください。
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⑦ 両耳使用のおすすめ
補聴器は左右両方の耳につけていただくと更に効果的です。

●両方の耳につけると
私たちには耳が2つあります。補聴器を2つの耳につけることで耳本来の機能を
活かした聞こえが得られます。

●こんな効果があります（効果には個人差があります）
音のする方向や距離がつかみやすくなります。
騒音の中でも言葉が聞き取りやすくなります。
左右どちらから話しかけられてもわかりやすくなります。

●スペアとしてもおすすめです
補聴器は身につける物なので紛失や故障することがあります。
また、特に汗をかく夏は修理が多い時期になります。2つをご使用でしたら一
方がスペアとしても使えるので安心です。
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⑧ 電池使用時間について

●補聴器の電池使用時間はJISに規定された方法で得られる数値です。大きな音量
を選択したり、他の空気電池を使ったりすると短くなる場合があります。電池使
用時間は約150時間です。
●就寝中など補聴器を使わない時は電池室を完全に開けて空気電池を取り出して
ください。（14ページ参照）
●補聴器をご使用中に「ピーピー」音がしていると使用時間は短くなります。音
量の選択、スリーブのサイズ、耳への入れ具合を見直して「ピーピー」音がしな
いようにしてください。
●空気電池は乾燥、冷気、二酸化炭素で寿命が短くなります。3割程度短くな

ることもありますので特に冬場はお部屋のこまめな換気をお勧めします。

●空気電池の容量がなくなってくると、定期的に「プーッ
すので、空気電池を交換してください。
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プーッ」と音がしま

⑨ 空気電池の交換方法

イラストは「左耳用のXTM

茶色のシール

茶色のシールが
貼ってある面が
プラスです。

補聴器は精密機械です。やさしく扱いましょう。

IF P4」です。
空気電池

ここは本体の穴です。

正しい電池室です。

誤った空気電池の
入れ方です。

誤って本体の穴に入れると、電池室の扉が閉まらず空気電池は取り出せなくなり、有料修理
になります。
誤って入れてしまった場合は、ご自分で取り出さずA&M 補聴器サポートセンターに修理品
としてお送りください。（27ページ参照）
空気電池は正しく入れましょう。空気電池の平らな面（プラス側）が上にきます。
茶色のシールを剥がして、使用してください。空気電池容量がなくなってくると定期的に
「プーッ プーッ」と音がします。
付属の空気電池はお試し用です。なくなったら新品をお買い求めください。
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⑩ スリーブの交換方法
スリーブの取り外し方

イラストは「左耳用のXTM

スリーブはつねに清潔に保ちましょう。

IF P4」です。
スリーブの根元を親指と人差し指でつまみ
引っ張ると取れます。
※スリーブの傘の部分を引っ張ると補聴器
に白いスリーブの芯の部分が残る場合が
あります。スリーブの根元をしっかりと
持って引っ張ってください。

スリーブの簡単な取外し方

①

①スリーブを裏返しにして、交換用ス
リーブパッケージ台紙の下部にある
透明な切り欠き（青い矢印の箇所）
にスリーブの根本をはめます。
②補聴器を斜め下に引くと簡単にス
リーブを外すことができます。

②

古いスリーブを取り外すときや、新しいスリーブを取り付けるときは、
マイクロホンに触れないように、フェースプレートのはしを持ってください。
交換用スリーブのご注文方法は、22ページをご覧ください。

スリーブの取り付け方

イラストは「左耳用のXTM

IF P4」です。

取り付ける先端部分は
銀色です。

スリーブを逆さまに机の
上に置き上から補聴器の
音の出口をはめます。
パチッとはまって完了です。

正しい

スリーブの位置です。
スリーブの向きは
8ページを参照

新しいスリーブを机の上に置いて補聴器の先端を押し込みます。補聴器先端の金属に確実に
はめてください。スリーブを軽くひっぱって抜けないことを確認してください。
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⑪ お手入れの仕方

つねに清潔に保ちましょう。

補聴器を末永くお使いいただけるように次のことに注意してください。

●スリーブのお掃除
スリーブは消耗品です。耳垢の状態や整髪料の使用頻度によって汚れが付着し、

故障につながる場合があります。掃除ブラシ※や乾いた布で掃除してください。
掃除しても汚れが取れなくなりましたら、新しいスリーブと交換してください。
また、汚れていなくても３ヶ月に１回は交換をおすすめします。
スリーブの先を下に向け
付属の掃除ブラシ ※で軽く

掃いてください。
●逆さまにすると、耳垢が
補聴器の中に入ってしま

ブラシを動かす方向

います。

●補聴器のお掃除

補聴器に付いた耳垢を掃除ブラシ※で取り

除いてください。
※乾いた軟らかい歯ブラシでもできます。
スリーブを取り外し、

音の出る部分を下に向け
付属の掃除ブラシ※で軽く

掃いてください。
●逆さまにすると、耳垢が

音が出る部分

補聴器の中に入ってしま
います。

ブラシを動かす方向
ご自分の耳・補聴器・スリーブは常に清潔に保ちましょう。
掃除する部分を下に向けてブラシの毛先で払うように掃除してください。
ブラシを押し込むと耳垢が補聴器の中に入り、故障の原因になります。
決してブラシや針などでつつかないでください。中の部品が外れて音が出なくなります。
イラストは「左耳用のXTM IF P4」です。
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⑫ 別売品のご紹介
消耗品・関連商品
■ 交換用スリーブ
「XTM耳あな型」にはあなたの耳にピッタリ合うスリー
ブのサイズを見つけられるように小・大の2つのサイズ
が同梱されています。交換用には一番使いやすいサイズ
のスリーブをご購入ください。
交換用スリーブ 小・大 各サイズとも1パック6個入り

■ 化粧ケース
「XTM耳あな型」の携帯に便利な小型ケースです。

商品に関するお問い合わせおよびお求めは

A&M 補聴器サポートセンター
ヨ

イ

ミ

ミ

0800-333-4133
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受付時間
9：00〜17：00（土・日・祝日・弊社休日を除く）

0800-123-5073

補聴器用空気電池

高性能で長持ち、頼れる小さな力持ち。

XTM耳あな型
空気電池サイズ：PR41

空気電池について

XTM耳あな型対応

●空気電池を、幼児やペットが触れるところに置かな
いでください。
●小さな子供やお年寄りが使う場合は、誤って空気電
池など飲みこまないよう、周囲の人が常に注意して
ください。
●空気電池を飲み込まないでください。窒息する可能
性があります。
●空気電池を誤って飲み込んだときはあわてず、医
師、救急医療センターなど相談してください。
●火気のあるところで使用しないでください。
●空気電池は火中に投げ入れないでください。
●万一空気電池が破損し、電解液に触れたときはすぐ
に洗ってください。

ご購入前に空気電池がご使用中の補聴器にあった空気電池か、お確かめください。
間違った空気電池のご使用は、補聴器の故障の原因となりますのでご注意ください。

商品に関するお問い合わせおよびお求めは

A&M 補聴器サポートセンター
ヨ

イ

ミ

ミ

0800-333-4133
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受付時間
9：00〜17：00（土・日・祝日・弊社休日を除く）

0800-123-5073

補聴器ケア・関連商品
こまめなお手入れが補聴器の長持ちの秘訣です。
■ 乾燥カップ

シリカゲル入り

湿気は補聴器の大敵です。補聴器を長く使用するためにも
毎日乾燥カップで保管してください。

+

乾燥カップ＋シリカゲル1個
仕

様

直径72mm、高さ50mm

■ 詰め替え用乾燥シリカゲル（2個入り）
乾燥カップに使用する詰め替え用乾燥シリカゲルです。
最初はオレンジ色です。中のシリカゲルが白くなったら
交換しましょう。

■ 液晶バッテリーチェッカー
全ての補聴器用空気電池に使用できて、小型で携帯に便利。
液晶表示で簡単に空気電池が使用可能か確認できます。
仕

様

商品に関するお問い合わせおよびお求めは

A&M 補聴器サポートセンター
ヨ

イ

ミ

ミ

0800-333-4133
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たて64㎜、横29㎜、幅14㎜、重量12グラム

受付時間
9：00〜17：00（土・日・祝日・弊社休日を除く）

0800-123-5073

⑬ 仕様と性能
性能一覧表※

A&Mデジタル補聴器

販売名

XTM耳あな型

90dB最大出力音圧レベル
ピーク値
高周波数平均値

測定条件は日本工業規格
JIS C 5512：2015（2cc）に準拠してい
ます。

116dB SPL
112dB SPL

最大音響利得

改良のため仕様は予告なく変更される場合が

55dB
49dB

ピーク値
高周波数平均値

あります。

21dB

等価入力雑音レベル
全高調波ひずみ率
500Hzにおける値
800Hzにおける値
1600Hzにおける値

2%
2%
1%
1.3V

動作電圧
消費電流値

1.0mA 以下

使用空気電池

PR-41

電池使用時間

150時間

本体の寸法および重さ
（電池含まず）

17×13×9mm
0.9g
スリーブ（小・大）各1、化粧ケース1、
掃除ブラシ1、お試し用空気電池1、
取扱説明書1、保証書1

付属品

■90dB最大出力音圧レベルおよび最大音響利得の周波数レスポンス曲線
120

Output sound
pressure level
(L I = 90 dB)

出力音圧レベル

110
100

（dB）

90
80

Full on gain
(L I = 50 dB)

70
60
50
0.125

0.25

0.5

1

2

3

4

周波数（kHz）

8 10

■規準周波数レスポンス曲線
110

Frequency response
(L I = 60 dB)

出力音圧レベル

100

（dB）

90
80
70
60
50
40
0.125

0.25

0.5

1

2

3

4

周波数（kHz）
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8 10

⑭ 故障かな？と思ったら…

確認してみましょう。

補聴器の聞こえが悪くなったときは、修理を依頼する前に、次の要領でお調べください。

次の点を確認してください

●一日の使用が終わったら電源を切っていますか？
空気電池を補聴器から取り出すことで電源が切れます。
電源を切らないと音が出続けて、３日程度で空気電池容量がなくなってしまいます。
就寝中など補聴器を使わない時は電池室を完全に開けて、空気電池を取り出して
ください。

●スリーブに耳垢が詰まっていませんか？
故障の原因で最も多いのが「耳垢の詰まり」です。
スリーブを下に向け、付属の掃除ブラシで汚れを落としてください。（21ページ参照）
スリーブは消耗品です。汚れが取れないほどになりましたら、新しいスリーブと
と交換してください。また、汚れていなくても３ヶ月に１回は新品への

交換をおすすめします。
●電源は入っていますか？

電池室に空気電池を入れて、電池室を完全に閉めてください。
「空気電池の茶色いシールを剥がした」「空気電池の表と裏が正しい」ことを確
認してください。（7ページ④、19ページ⑨参照）

●空気電池が消耗していませんか？
空気電池を新しいものに交換してください。19ページの「⑨ 空気電池の交換方
法」をご覧ください。付属の空気電池はお試し用です。なくなったら新品をお買
い求めください。
空気電池は全く使用していなくてもシールを剥がした後、約３週間で消耗します。
空気電池の容量がなくなってくると「プーッ プーッ」と音がします。音がした
ら新しい電池に交換してください。

●音は出ていますか？
空気電池を補聴器に入れた状態で、手のひらにのせ、かるくにぎって「ピーピー」
音が出ることを確認してください。
補聴器を使用しないときは、空気電池を取り外して乾燥カップ（別売）で保管することを
お勧めします。なお、空気電池は、乾燥カップに入れないでください。
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⑮ 修理について

下記の手順でお送りください。

前項「⑭ 故障かな？と思ったら・・・」の項目を点検して、補聴器が良くならない場合
は、下記のサポートセンターへご連絡の上、送料元払いで補聴器をお送りください。

補聴器の送り方

① 梱包方法

化粧ケースに、スリーブを付けた補聴器を入れてください。空気電池は補聴器か
ら取り出してください。

② 一緒に

補聴器の不具合の状態および発生時期を書いたメモと保証書を用意してください。

③ 送り方

①と②を封筒に入れて、郵便局の《簡易書留》あるいは宅配便で送ってください。

※普通郵便での送付や補聴器本体のみの送付ですと、紛失や破損の恐れがあります。

④ 送り先

〒242-0007
神奈川県大和市中央林間7-10-1
A&M補聴器サポートセンター

三機大和ビル ６F

0800-333-4133
● 注意点

修理代替品はありません。

出張修理はおこなっておりません。

保証期間内であっても、次の場合は有料修理となります。ご了承ください
（保証はお買い上げ後1年です）。
■汚れや耳垢による故障

■空気電池の誤挿入による故障

■犬やその他の動物が噛んだ事による故障
■洗濯したり、お風呂やシャワーなどによる水没や水濡れなどによる故障等
※詳細は保証書の保証規定をご参照ください。
保証期間経過後の修理は有償となります。
保証期間経過後は、保証期間内と同様にサポートセンターへご連絡の上、送料元
払いで補聴器をお送りください。
補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間です。（部品の供給状況によ
り、短くなる場合がございます。）
補聴器はこまめにお手入れをしながら使用する器機です。また、普通に使用していて故
障したときや、うっかり水の中に落としたり、壊してしまったときなども、サポートセ
ンターにご相談ください。
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⑯ 保証規定

保証書は大切に保管してください。

●保証書は別に添付してあります。

１. 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、29ページ
のサポートセンターへご連絡の上、送料元払いでお送りいただければ、保証
期間内は無料で修理いたします。
２. 保証期間内（お買い上げ後1年間）に故障して無料修理をお受けになる場合
には、商品に必ず保証書を同封し、29ページのサポートセンターへご連絡
の上、送料元払いでお送りください。
３. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、電池の誤挿入、および不当な修理や改造による故障お
よび損傷。
（ロ）水没、落下等、お客様の過失による故障、および損傷。
（ハ）汚れや耳垢による故障。
（ニ）補聴器のお手入れをしていないこと、またはお手入れの仕方が誤って
いることによる故障および損傷。
（ホ）犬やその他の動物が噛んだことによる、故障および損傷。
（ヘ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
（ト）保証書の提示がない場合。
（チ）保証書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合、あるいは字
句を書き換えられた場合。
（リ）故障の原因が本製品以外に起因する（電源の異常電圧等による）場合。
（ヌ）消耗部品。（空気電池・スリーブ等）
４. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※ 保証書は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する
ものです。
従って保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※ 保証期間経過後の修理は有償になります。
※ 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間です。（部品の供給状況
により、短くなる場合があります。）
※ お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動およびその
後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございます
ので、ご了承ください。
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⑰ 商品に関するお問い合わせ

商品に関するお問い合わせおよび別売品のお求めは

A&M 補聴器サポートセンター
ヨ

イ

ミ

ミ

電 話 0800-333-4133
FAX 0800-123-5073
受付時間 9：00〜17：00
（土・日・祝日・弊社休日を除く）

この他に都合によりお休みさせていただくことがあります。

修理品発送先

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間7-10-1
三機大和ビル ６F

A&M 補聴器サポートセンター

どうしても「XTM耳あな型」が合わない、
または、お使いになれないお客様へ

どうしてもご使用になれない場合は、お買い上げ先に
連絡していただき、返品の手続きをお取りください。
（お客様からA&M補聴器サポートセンターへの直接返品はできません）

取扱説明書と保証書は大切に保管してください。お問い合わせや修理の際に必要になります。
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製造販売業者：シバントス株式会社
住

所：〒242-0007

神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100 91058 Erlangen Germany
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