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本取扱説明書に記載されている補聴器のタイプと器種は以下のとおりです： VE312、 FCC ID: 
X26VE312、 IC: 6941C-VE312。 すべてのタイプに関する器種のリストについては10ページをご
参照ください。

準拠性宣言:
本製品はFCC規則パート15およびIC規則ICES-003に準拠します。
操作は次の２条件に従います: (1) 本製品は有害な干渉の原因となってはならない、(2) 本製品は障害を
起こすおそれのある干渉を含む、受信される任意の干渉を許容しなければならない。

ご注意ください： 本製品はFCC規則パート15およびIC規則ICES-003によるクラスBデジタル 機器用
使用限界値に準拠することが試験され確認されています。 これらの限界値は住宅内での有害な電波干渉
から適度な保護が可能となるように設計されています。 本製品は無線周波数エネルギーを発生し、使用
し、さらに、放射することがあり、この指示内容通りに設置ならびに使用されない場合、無線通信に有害な
干渉を引き起こすおそれがあります。 しかし干渉が特定の設置状態であれば発生しない、という保証はあ
りません。 ラジオやテレビの受信に有害な干渉が生じる場合（本製品のオン／オフを切り替えると判断で
きます）、次の措置のうち1つまたはそれ以上を講じて干渉を是正するよう心がけてください：
• 受信アンテナの方向を変えたり、場所を移動する。
• 本製品と受信機をさらに離す。
• 受信機が接続されているのとは別の回路のコンセントに本製品を接続する。
• ヘルプは販売店にご相談ください。

変更または改造を施すと、本製品を操作する権限は無効になります。
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使用目的
補聴器は、聴覚障害の聞き取り補助を目的とする装着型音増幅器です。 補聴器の主要目的は、音を受信
して増幅させ、聴覚に問題がある方の鼓膜へと伝播させることです。

製品は次の規制要件に準拠しています:

• EU 域内: 本製品は医療機器に関する欧州理事会命令 93/42/EEC (MDD)の付録1に準拠する主
要要件ならびに欧州指令1999/5/EC (R&TTE)の主要要件とその他の関連規定に準拠していま
す。 
• 準拠性宣言はwww.resound.com でもご覧頂けます。
• 米国内: FCC CFR 47 パート 15のサブパート C セクション
• EUならびに米国外諸国で適用されるその他の確認済み国際規制要件。 これらの地域については国
別要件を参照ください。
• カナダでは、これらの補聴器は、IC規則の認証を取得しています。 
• 日本の電波法および電気通信事業法の順守 本製品は、日本の電波法 および電気通信事業法に従っ
て認証を得ています。改造は認められていません（改造した場合は、指定番号が無効になります)。
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はじめに
管理医療機器
耳かけ型補聴器
耳かけ型補聴器　KS

この度はカークランドシグネチャー6.0補聴器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書では本補聴器の操作手順、機能、故障が疑われる場合の原因と対策などについて説明し
ています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。



5

補聴器器種： KS661-DRW

電池のサイズ: RP41/312

レシーバチューブの長さ: 

耳せんの種類とサイズ: 

左シリアル番号: 

右シリアル番号: 
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安全上のご注意 （必ずお守りください）
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を
未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を良く理解してから本文をお読みください。

 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者
が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者
が損害を負う可能性が想定される内容および物的
損傷の発生が想定される内容を示しています。

 ■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。

この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

重　　傷 ： 失明・ケガ・火傷・骨折・中毒など、後遺症が残ったり治
療のための入院や長期の通院を必要とするものを示
します。

軽　　傷 ： 重傷に該当しないケガ・火傷などを示します。

物的損傷 ： 家屋・家財ならびに人身以外の家畜やペットに関わる
拡大損害を示します。

使　用　者 ： 本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は
購入者だけでなく、その家族・友人など第三者・購入者
から製品を譲渡された者などを含みます。

【禁忌・禁止】
1. 次の場合、補聴器を使用しないでください。
•  耳を治療中の場合
•  耳の中に痛みがある場合
•  先天的または外傷による明らかな耳の変形がある
場合
•  過去90日以内に耳漏を生じた経験がある場合
•  過去90日以内に急激又は急速な難聴の進行を生
じた経験のある場合
•  急性又は慢性のめまいがある場合
•  耳あか、又は異物の集積が明らかな場合

2. 次の場合、補聴器を使用する前、あるいは使用を中
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
•  耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ、湿疹が生じたとき
•  使用すると頭痛や疲れが生じたとき
•  補聴器の外観、音質、音量などに異常を感じたとき
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3. 大きな音で聞き続けるとさらに聞こえを悪くする
ことがあります。

※  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。

【併用禁忌】
病院などで治療や検査を受けるときの注意
•  治療や検査が補聴器に悪影響を与える場合があり
ます。係りの人に補聴器をはずすかどうかお尋ねく
ださい。
•  NMR、CTスキャン、MRIの検査のときは補聴器を
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。

   補聴器をより上手に取扱うための助言と
ヒント 

 この機器は無線局となっています
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外耳道内レシーバ耳かけ型補聴器、FCC ID:X26VE312、IC6941C-VE312、電池サイズ：
PR41/312は次のタイプを使用できます。
KS661-DRW

1-1. 各部の名称と役割
① 音の入口
音声を集めるためのマイクです。

② 音の出口
本体内部で増幅された音声を外耳道に導きま
す。

③ 電池ケース
電池を収納します。（シリアル番号は内側に記
載されています）

④ プログラム選択ボタン
プログラムを切り替える（選択する）際に使用し
ます。（詳細は17～18ページをご覧ください）

⑤ レシーバチューブ
増幅した音声をワイヤーを通して耳に送り届
けます。
⑤-1 Sレシーバ
⑤-2 NPレシーバ
⑤-3 HPレシーバ
⑤-4 UPレシーバ

⑥ レシーバ
音を出力する部分です。

⑦ レシーバドーム型耳せん
レシーバを外耳道内に固定するための耳せん
です。

製品概要1
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⑧ スポーツロック
耳せんと補聴器が正しく耳に装
着されるように固定します。
※  レシーバの種類によって、形状
が異なります。

⑨ 左右インジケータ（電池ケー
ス内側）

⑩ 器種名
⑪ レシーバチューリップドーム型
耳せん

⑫ レシーバパワードーム型耳せん
⑬ イヤモールド

⑪ ⑬

⑤-3 ⑤-4

⑫

⑤-1 ⑤-2

⑤
④

③ ⑥

⑩

⑨

①
①

音の入射方向

※⑧

⑦

②
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2-1. 電源の入れ方／切り方
電源の入／切は電池ケースで行います。電池ケー
スを完全に閉じると電源が入り、開けると電源が切
れます。

※  電源投入時は「プログラム1」が自動的に選択さ
れます。

※  電源投入時は初期設定の音量に戻ります。
※   電池の消耗を防ぐために電源の切り忘れにご注
意ください。

開けると電源オフ 閉めると電源オン

基本的な使い方2

 ■  スマートスタート機能
補聴器を耳に装用する際に不快なハウリング（ピーピー音）が発生する事があります。本製品にはこのハウリ
ングの発生を防ぐ為に「スマートスタート機能」がついています。この機能をオンにすると、電源を入れても
すぐには音声が入らず、代わりにお知らせ音（ポーン、ポーン、ポーン…）が鳴ります。なお、この機能のオン/
オフは、お買い求めの販売店で設定することができます。
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2-2. 電池の取り出し方／入れ方

 ■  電池の取り出し方
電池ケースをそっと開き、耳あか掃除ブラシ先端の磁石の部分に電池を
つけ取り出してください。

 ■  電池の入れ方
（1） 電池に貼ってあるテープをはがして、1分程度経過してからご使用く

ださい。
（2） 耳あか掃除ブラシ先端の磁石に電池の平らな面（＋マークのついて

いる面）をつけ、そっと持ち上げてください。
（3） 電池を補聴器の電池ケースにまっすぐ入れてください。電池がしっか

り入ったら、耳あか掃除ブラシを横にスライドさせ、電池から引き離
してください。

（平らな面）
＋極

－極
（山のある面）

（1） 電池がうまく入らない場合は、無理に入れようとせず電池の向きと種類をご確認ください。
（2） 補聴器をしばらく装用されない場合は、電池を補聴器から外してください。
（3） 未使用時保管期間1年以下の新しい空気亜鉛電池のみご使用ください。
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2-3. 電池寿命お知らせ機能
電池残量が少なくなってくると、交換を知らせる電子音（ポポポポーン）が電池が無くなるまで15分おき
に繰り返し鳴ります。その後、補聴器の電源が自動的に切れます。電池交換を知らせる電子音が鳴りました
ら、必ず新しい電池と交換してください。電池切れに備えて、予備の電池を常に携行することをおすすめし
ます。この機能はお買い求めの販売店で調整することができます。

 ■ワイヤレスシステム（オプション）使用時
ワイヤレスシステム使用時は、補聴器のみで使用している時よりも補聴器の電池消費量が多くなり
ます。補聴器の電池残量が、TVストリーマーⅡ、フォンクリップⅡ、マイククリップを使用できないレベ
ルになると、電子音が鳴ります。このお知らせ音がした後は、リモコンⅡは通常通り作動しますが、TV
ストリーマーⅡ、フォンクリップⅡ、マイククリップは使用できなくなります。さらに電池残量が減ると、
リモコンⅡは使用できなくなりますが、補聴器は通常通り使用できます。
新しい電池に交換すると、ワイヤレスシステムは再び使用できるようになります。
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2-4. 補聴器の装着
 ■ 補聴器の着け方「耳せんをご使用の場合」
（1） 電池ケースを完全に閉じて電源を入れてください。
（2） 右図のように補聴器を耳の上にかけます。

（3）  右図のようにチューブの曲がった部分を持ち、耳せんを
耳あなの中に、しっかり入れてください。

（4） スポーツロックを耳たぶ上側のくぼんだところに這わせ
てください。
（スポーツロックの取付けや調整は販売店で行います）

 ■ 補聴器の外し方「耳せんをご使用の場合」
親指と人差し指でチューブをつまみ、真横に引き出してください。
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 ■ 補聴器の着け方「イヤモールドをご使用の場合」
（1） 電池ケースを完全に閉じて電源を入れてください。

（2）右図のように補聴器を耳の上にかけます。

（3） テグスをつまみ、イヤモールドを耳あなの中にしっかり入
れてください。

※ 絶対にチューブをつままないようにしてください。

 ■ 補聴器の外し方「イヤモールドをご使用の場合」
テグスをつまみ、真横に引き出してください。
※ 絶対にチューブをつままないようにしてください。

テグス

（1） スマートスタート機能が働いている場合、電池ケースを閉じた後「ポーン、ポーン、ポーン…」という
お知らせ音が鳴った後に電源が入ります。（詳細は12ページをご覧ください。）

（2） 補聴器、イヤモールド、チューブを無理にねじ曲げないようにしてください。
（3）   装用者以外の方が操作される場合は、レシーバ・マイク・装用者に同時に接触しないようご注意くだ

さい。
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2-5. プログラム選択ボタンの使い方

 ■  プログラム選択ボタン
本補聴器は、お客様一人ひとりのきこえや使用環境に合わせて最大で4つのプログラムを設定する
ことができます。詳細についてはお買い求めの販売店にご相談ください。
※  オプションのTVストリーマーⅡ、フォンクリップⅡ、マイククリップ使用時は、専用プログラムが設定
できます。
電源が入った状態で、プログラム選択ボタンを押すだけで簡単にプログラムを切り替えることができ
ます。プログラムを切り替える度に「ポー」という『お知らせ音』が鳴りますので、『お知らせ音』の回数
によって、どのプログラムが選択されたか分かります。

お知らせ音の鳴る回数
□プログラム 1 ： 1回 「ポーン」
□プログラム 2 ： 2回 「ポー、ポーン」
□プログラム 3 ： 3回 「ポー、ポー、ポーン」
□プログラム 4 ： 4回 「ポー、ポー、ポー、ポーン」

2プログラムの場合は、1→2、2→1の順番で切り替わります。3プログラムの場合は、1→2、2→3、
3→1の順番で切り替わります。4プログラムの場合は、1→2、2→3、3→4、4→1の順番で切り替わ
ります。

※  電源投入時はプログラム1が自動選択されます。
※  補聴器間の通信機能のついた補聴器を両耳でお使いの場合は、片耳の補聴器のプログラムを変
更すると自動的にもう片方の補聴器のプログラムも変更されます。
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 ■  プログラム設定
お買い求めの販売店でお客様の補聴器に設定されている環境プログラムの内容を下記の表に記入
します。
どのプログラムをいつ、どのように選択すればよいのか判断するためにお使いください。

プログラム 内容・使用環境
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 ■  フライトモード（ワイヤレス機能使用時）
飛行中に電波を発生させることは禁じられているため、飛行機に搭乗する際や無線送信や電波を発
する機器が禁止されている場所ではワイヤレス機能をオフ（フライトモード）にしてください。ワイヤ
レス機能をオフにするには、下記の操作を行ってください。
フライトモードの設定方法
（1）電池ケースを閉じ、10秒以内に開けてください。
（2）もう一度電池ケースを閉じ、10秒以内に開けてください。
（3）もう一度電池ケースを閉じてください。

フライトモードを設定すると「ポポーン、ポポーン、ポポーン･･･」というお知らせ音が鳴ります。

フライトモードの解除方法
※ 誤ってフライトモードに入ってしまった場合、「ポポーン」というお知らせ音が鳴り終わって10秒以
上待ってから、下記の操作を行ってください。

（1） 電池ケースを開け⇒閉めしてください。
（2） フライトモードを解除したら、すぐに電池ケースを開けずに閉めたまま30秒以上ご放置くださ

い。この間に開閉すると、フライトモードが再設定されてしまいます。
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2-6. 電話での使用
本補聴器は、装用したままでも電話を使用することができます。右図
のように受話器を補聴器のマイク部分にお近づけください。そのと
き、受話器をマイクには直接あてないようご注意ください。もし、電
話中にハウリング（ピーピー音）が起こった場合は、受話器を補聴器
から遠ざけてください。

※  本補聴器は、携帯電話からの電磁妨害に対する最も厳格な基準を
守っています。しかし、すべての携帯電話と適合性があるわけでは
ありません。もし、お持ちの携帯電話での聞き取りが悪かった場合
は、お買い求めの販売店にご相談ください。
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2-7. ラジオやテレビを聴く
テレビまたはラジオを聴くときは、ニュースアナウンサーは明瞭に話すので、ニュース番組から始めて別
の番組に変えることをおすすめします。
テレビやラジオが聴きづらい場合、よりよく聞き取れるようにするためのアクセサリーを販売店よりご紹介
できます。

2-8. iPhone、iPad、iPod touchとの使用について
本補聴器はiPhone、iPad、iPod touchに直接接続して使用することができます。本補聴器とのペアリン
グや接続した機器の使用方法についてはお買い求めの販売店にご相談ください。

「Made for iPhone」とは、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たして
いるとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能お
よび安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本製品をiPhoneと共に使用すると、ワ
イヤレス機能に影響を及ぼす可能性があります。
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2-9. スムーズホン™の使用について（オプション）
スムーズホン™は、マグネットを取り付けた受話器を耳にあてると自動的に補聴器が電話モードになる機
能です。受話器を耳から離すと、元のプログラムに自動的に戻ります。スムーズホン™をご利用になる際に
は、お買い求めの販売店でスムーズホン™プログラムの設定を行ってください。

 ■  スムーズホン™のマグネットの取り付け方
（1）受話口を十分に清潔な状態にしてください。
（2）  マグネットを受話口のすぐ下にお貼りください。必要であれば、マグネットの位置を少しずらして

ご調整ください。

 ■  スムーズホン™の使用方法
通常通り受話器を耳にあてて電話をご使用ください。受話器が補聴器の近くにくると、自動的にス
ムーズホン™プログラムに切り替わり、その際お知らせ音が鳴ります。

※  スムーズホン™機能がきちんと作動し、よりよく聞き取れるようにするために、必要に応じて受話
器の最適な位置をお探しください。
※  補聴器間の通信機能のついた補聴器を両耳でお使いの場合は、受話器を当てていない耳の音量
が下がります。
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（1） スムーズホン™用マグネットは、ペット、子供、精神障害者の手の届かない場所に保管してください。
マグネットを飲み込んでしまった場合、医師にご相談ください。

（2） 受話器の磁場を強くするためのマグネットは医療機器や電子装置へ影響を与える可能性があり
ます。詳細はお使いの医療機器、電子装置の取扱説明書をご参照ください。記載がない場合は、
30cm以上離してお使いいただく事を推奨します。

（3） スムーズホン™プログラムに切り替わらない場合は、マグネットが受話口に対して最適な位置にな
い可能性があります。その場合は、マグネットを受話器の他の場所に動かしてください。

（4） メーカーから供給されるスムーズホン™用のマグネットを必ずご使用ください。
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補聴器はいつも清潔に保つようお願いいたします。ご使用後は、付属の耳あか掃除ブラシで耳あかを取り
除き、クリーニングクロス又はティッシュペーパーなどで油分や湿気を拭き取ってください。取りきれない
汚れなどは、お買い求めの販売店で取り除いてもらってください。そのままお使いになると、補聴器の機
能に影響をあたえるばかりでなく、故障の原因になります。

 レシーバチューブとドームの清掃
レシーバチューブには、音を耳道へともたらすレシーバへの配線が内含されています。 レシーバ
チューブと耳せんが正しく耳内に収まっていることが重要です。 レシーバチューブまたは耳せんが
耳を刺激し補聴器を装着できない場合は、販売店までご相談ください。 レシーバチューブの形を改
造しないでください。 

レシーバチューブとレシーバドームは定期的に清掃してください。 乾いた布を使用して、レシーバ
チューブと耳せんの外側を清掃します。 レシーバチューブと耳せんを水洗いしないでください。 
ワックスガード フィルターの交換方法については、次のページの手順をご参照ください。
※  イヤモールドはレシーバチューブから外し、低刺激石けんで洗浄してぬるま湯ですすぎます。清掃後
には、イヤモールドを完全に乾燥させ、エアーブローやチューブに残った水分を除去します。（イヤ
モールドによっては取り外しができないタイプもあります。）

日頃のお手入れ3
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 ■レシーバチューブのワックスガードの交換

1 2 3 4 5 109876

NP レシーバ（HF-3）：
1. 古いワックスガードから汚れを取り除きます。
2. 古いワックスガードに棒（金属側）を差し込みます。
3. ワックスガードと棒を時計回りに回し、ワックスガードに棒をしっかり固定させます。
4. 棒とワックスガードをチューブ/モールドから外します。
5. 古いワックスガードを廃棄エリアに差し込みます。
6. 中央の廃棄エリアの細い方に棒をスライドさせ、古いワックスガードを廃棄します。
7. 空の棒（プラスチック側）を新しいワックスガードに差し込みます。
8. 棒に取り付けられた新しいワックスガードを引き外します。
9. 棒をレシーバチューブ/モールドに差し込みます。
10. 棒を回し、新しいワックスガードをレシーバチューブ/モールドに取り付けます。
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S および HP レシーバ（セルストップ）：
1. 古いワックスガードを除去するには、専用ジグの取り外し側を古いワックスガードに差し込みま
す。 ワックスガードをゆっくりまっすぐに引っ張ります。

2. 新しいワックスガードを挿入するには、専用ジグの取り換え側を音の出口に、ゆっくりまっすぐに

押し込みます。 ツールをゆっくりと引き出します。新しいワックスガードはそのまま所定位置に

とどまります。
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 ■ 耳せんの取付け方
耳せんの交換は販売店にて行ってください。耳せんが正しく設置されていない場合、耳の中で耳せ
んが外れるおそれがあります。

レシーバドーム型耳せん
1. 新しい耳せんをレシーバ上で押しま
す。

2. 新しい耳せんが正しく確実に取付けら
れたことを確認してください。

チューリップドーム型耳せん 
1． チューリップドーム型耳せんを図のように、レシーバに差し込み、指

で押して、奥までしっかり挿入してください。

2. チューリップドーム型耳せんは、2枚の羽で構
成されています。大きい羽が外側に来るように
してください。

1 2
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 ■ 耳あかについて
ほんの少しの耳あかでも、補聴器の機能に影響をあたえます。補聴器を装用されている方は、時々
耳鼻科を受診し、耳の中をきれいにしてもらってください。また、定期的に耳の検診を受けることを
おすすめいたします。

 ■ 補聴器の保管について
補聴器はいつも乾燥した状態にしておいてください。補聴器は汗や湿気に弱いため、装用後は必ず、
乾燥ケースに一晩入れておいてください。この時、必ず電池を抜いてください。
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（1） 補聴器を水や他の液体に浸すことは、故障の原因となりますので、絶対に避けてください。
（2） シンナー、ベンジン、ベンゾールまたは濡れた布で拭くことは避けてください。

（1）  補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを使わないようにしてください。また、
直射日光に長時間さらさないでください。外部変形及び外部変色、内部損傷や焼失の原因となり
ます。

（2） 乾燥剤を焼いたり、電子レンジで温めたりなどして、再利用しないでください。乾燥剤の色が変わっ
たら新しいものと交換してください。

（3） 乱暴な扱い方は補聴器の故障の原因となります。床など固い面に落とさないでください。
（4） 補聴器が濡れたり、大量の湿気や汗にさらされた場合には電池を取り出し、電池ケースを開いたま

ま、一晩かけて乾燥させてください。または、電池を取り出し乾燥ケースに一晩入れてください。完
全に乾くまで補聴器を使用しないでください。

（5） 化粧品、香水、アフターシェーブ、ヘアスプレー、日焼け止め等を付けるときは補聴器を外してくだ
さい。このようなものが補聴器内部に入ると損傷の原因となるおそれがあります。
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 ■カークランドシグネチャーワイヤレス補聴器をスマートフォンのアプリと一緒に使う

 スマートフォンのアプリの使用目的：
チョイスアプリは、 カークランドシグネチャーワイヤレス補聴器と一緒に使用されることを目的にし
ています。 チョイスアプリは、スマートフォンを通してカークランドシグネチャーワイヤレス補聴器か
らの信号を送受信します。 このアプリはそのために開発されました。 アプリは追加オプションを必
要とすることがあります。 互換性については51ページをご覧ください。

スマートフォンのアプリとの使用： 
• 本アプリの最新情報のお知らせ機能は有効のままにしておいてください。本アプリが正しく機能
し、常に最新の状態を保つために、すべての最新アップデートをインストールすることをお勧めして
います。
• 本アプリは、使用目的とされているカークランドシグネチャーワイヤレス補聴器でのみご使用くだ
さい。アプリが他の機器で使用される場合には、ジーエヌリサウンドは一切の責任を負いません。
• チョイスアプリ取扱説明書の印刷版をご希望の場合には、 www.ks6userportal.com をご利用
ください。
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補聴器はきこえを助ける医療機器です。ここに示した警告や注意事項は補聴器を正しく使っていただき、
装用者ご本人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。以下の項目をお読みになり、
取扱いにご注意ください。

・  お子様が触れないようご注意ください。
飲み込むと窒息の危険を伴う小さなパーツを含んでいるので、幼児の手に触れさせないようお願いし
ます。

・  お子様や知的障害者が本機器を使用する場合は、安全のため、必ず監督下で使用させるよう
にしてください。
・  飛行機に搭乗する際には、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。
電波を出すことを禁じられているエリアでは、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオ
フにしてください。（詳細は19ページをご覧ください。）
・  本メーカーの純正付属品（チューブや耳せん等）のみを使用してください。補聴器の形やイヤ
モールドを無断で改造したり、チューブを挿入しようとしないでください。
・  ワイヤレスアクセサリーを使用する際には、カークランドシグネチャー補聴器と使用するこ
とを目的とし、その設定を受けたワイヤレスシステムのみご使用ください。
詳しい使用方法は、ワイヤレスシステムの取扱説明書をご覧ください。

使用上の注意4
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・  機器が破損している場合、絶対に使用しないでください。
・  電源に接続された外部機器は、IEC60601-1-1、IEC60065、またはIEC60950-1規格
に基づき安全性が適切であると確認されていなければなりません（例えば有線接続では、HI-
PROやSpeedLinkをご使用ください）。

・  衝撃・熱を避けてください。
補聴器に強い衝撃をあたえたり、落としたりしないでください。また、直射日光の強いところや炎天下
の車内、火のそば、ストーブの上面など、高温となる場所での使用・放置はしないでください。

・  補聴器はいつも清潔にしておいてください。
就寝時には必ず補聴器を外してお手入れをしてください。

・  適切な音量でご使用ください。
必要以上に大きな音を長時間聴取すると、聴力低下を招く場合があります。

・  補聴器はお使いになる方のきこえ具合に合うように調整する必要があります。
この補聴器は、販売店でお使いになる方のきこえ具合に合わせて調整してもらってからご装用ください。

・  補聴器を装用しても良く聞き取れない音もあります。
小さすぎる音、遠くの音や周囲の雑音が大きい環境下での音声は十分に聞き取れないこともありま
す。このような場合は音源に近づくか、またはお買い求めの販売店にご相談ください。
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・  ハウリング（ピーピー音）にご注意ください。
耳せんがきちんと収まっていない場合や、抜けかけて隙間ができた場合などには特にハウリングが起
こりやすく、装用者に不快感を与えるばかりでなく、周囲の人にも迷惑をかけることになります。ご自分
でハウリング音を確認できない場合は、ご家族など周囲の人にもきいてもらい、補聴器を正しく入れ直
してください。

・  補聴器を装用して炎症が生じたら・・・
この補聴器の皮膚に接する部分には、かぶれや炎症などを起こしにくい材料を使用していますが、装
用者の体質によっては、まれにかぶれや湿疹などを生じることがあります。このようなときは、ただちに
補聴器の装用を中止し、医師へご相談ください。

・  低周波治療器・電磁（IH）調理器などによって補聴器に雑音が発生することがあります。
・  ご不用になった補聴器及びその付属品は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。
・  ワイヤレス機能がオンになっているとき、ワイヤレス機器と通信するため、デジタル符号化
された低出力伝送が使われます。そのため、ワイヤレス機器を使用しているときに近くの電
子機器に影響を与える可能性があります。万が一機器への影響が認められた場合は、補聴器
を遠ざけてください。
・  ワイヤレス機能及び機器の使用に際して電磁波障害が起こった場合には、その原因となるも
のから遠ざけてください。
・  カークランドシグネチャーワイヤレス補聴器は、周波数2.4GHz～2.48GHzの範囲で作動
します。
・  カークランドシグネチャーワイヤレス補聴器には、周波数2.4GHz～2.48GHzの間で作動
するRFトランスミッターが内蔵されています。
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・  補聴器を水に濡らさないでください。
補聴器を装用したまま泳いだり、お風呂に入ったり、洗顔なさらないでください。

・  補聴器を分解したり、ご自分で修理・改造などを絶対になさらないでください。
・  補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを絶対に使わないでください。
・  補聴器を他人にお貸しにならないでください。
補聴器は使用者本人以外絶対ご使用にならないでください。他の人がこの補聴器を装用しても音量
や音質が合わず聞こえにくいばかりでなく、耳を痛める場合があります。

・  病院内の検査機器にご注意ください。
NMR、MRIやCTスキャンなどの検査は補聴器に損傷をあたえる可能性がありますので、同種の検査
中は補聴器の装用をおやめください。侵入アラーム、室内監視システム、ワイヤレス機器、携帯電話等
の放射はエネルギーが低く補聴器には無害です。しかし、瞬間的に音に影響を与えたり、補聴器から異
音が聞こえる可能性があります。

・  補聴器使用が許可されていない鉱山、油田、その他爆発性領域では補聴器を着用しないでくだ
さい。
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この補聴器のワイヤレスシステムの使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ
などの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許
を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など
（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1.  この補聴器のワイヤレスシステムを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないこ
とを確認してください。
2.   万一、この補聴器のワイヤレスシステムと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合に
は、速やかにこの補聴器のワイヤレスシステムの使用場所を変えるか、または使用を停止（電波
の発射を停止）してください。

3.   不明な点その他お困りのことが起きたときには、弊社のカスタマーサービス（0120-921-
310）までお問い合わせください。

2.4 FH 4
2,400 2,483.5 MHz

この補聴器のワイヤレスシステムは2.4GHz帯を
使用します。変調方式としてDS-SS変調方式を採
用し、与干渉距離は40mです。
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・  ショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯・保管しないでください。

・  電池はペット、乳幼児、精神障害者の手の届かないところに保管してください。

・  電池を誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、電池を錠剤と間違わない
ように注意し、薬を飲むときは必ずご確認ください。

・  電池内部の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やケガなどの恐れがあ
りますので、きれいな水で洗い流し、ただちに医師へご相談ください。

電池使用上の注意5
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・  ＋、－を逆向きに入れないでください。

・  必ず指定されたタイプの電池をご使用ください。

・  空気電池は充電式ではないので、充電すると液漏れ破損の恐れがあります。

・  補聴器を長時間使わないときは、電池を本体から外してください。使い切った電池を補聴器に入れ
たままにすると、液漏れを起こす可能性があり、故障の原因になります。

・  直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

・  乾燥ケース内で補聴器を乾燥させる場合は、必ず電池を抜いてください。

・  石油ヒーターやガスヒーターなどの暖房器具から発生する二酸化炭素により電解液が劣化するこ
とがあります。電池寿命が短くなるので、火気を用いる暖房器具を使用する場合は換気を十分に
行ってください。

・  使用済みの電池は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。

 補聴器ができること
補聴器は正常な聴力を回復するものではなく、有機的な条件に由来する聴力障害を回避したり、改
善したりするものではありません。補聴器を使用し続けることをお勧めします。ほとんどの場合、補
聴器を時々しか使わないと、恩恵を充分に得ることができません。
補聴器を聴覚リハビリテーションの一環として使用したり、聴覚訓練や読唇術訓練を補完するものと
して使用することができます。
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 ■ご購入を検討されているユーザー様への重要なお知らせ（米国のみ）
良好な健康状態を保つために、聴覚障害がある方は、補聴器ご購入前に免許を受けた医師（聴覚専
門医師が望ましい）による身体検査を受けてください。聴覚専門医師は、耳鼻咽喉科医や耳科医など
と呼ばれる医師です。身体検査の目的は、聴覚に影響を与えうるあらゆる治療可能な状況を特定し、
補聴器を購入する前に治療することです。

身体検査後に、医師は、聴覚障害に対する医学的評価を行ったこと、補聴器の使用を考慮するにふさ
わしいことを記載した書面での診断書を発行します。医師はいずれの補聴器が適しているかを評価
するために、適宜、オージオロジストまたは販売者を紹介します。オージオロジストまたは販売者は補
聴器を着けた状態と着けない状態での聴力を査定するために、補聴器の選定を行います。補聴器の
選定により、オージオロジストまたは販売者は個々のユーザー様に適した補聴器を選ぶことができ
ます。補聴器が合っているか不安がある場合は、お試しのためのレンタルや購入オプションプログラ
ムがあるかおたずねください。多くの補聴器販売者が、補聴器を購入する前に低料金で一定期間補
聴器を貸し出すプログラムを持っています。
連邦法は、免許をもつ医師から医学評価を得た個人に対してのみ補聴器の販売を許可しています。
連邦法は、十分情報を得た大人が権利放棄書に署名することにより、宗教上の理由または個人的信
念により医師による診断を受けないとすることを可能にしています。このような権利放棄の行使は、
健康に最善の選択ではなく、その行使をしないことを強くお勧めします。
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 ■ 聴覚障害を持つお子様（米国のみ） 
医学評価を目的に医師の診断を受けることに加え、聴覚障害を持つお子様は、言語発展や学習能
力、社会性の発展に問題を生じる場合があるため、オージオロジストからも診断とリハビリを受ける
ことをお勧めします。オージオロジストは聴覚障害を持つお子様の診断およびリハビリのために専
門的訓練を受け、実績のある適格者を指します。

 補聴器販売者に対する警告（米国のみ）
補聴器販売者がご購入を検討されているユーザー様にさまざまな質問を行い、実際に症状を見る、
またはその他情報を確認した後、当該ユーザー様が次の症状の1つでも該当する場合は、補聴器を
販売する前に、免許を受けた医師（聴覚専門医師が望ましい）をまず受診するように勧める必要があ
ります： 
(i) 耳に先天的または外傷性奇形が確認できる。 
(ii) 直近90日以内に、耳垂れがあった。 
(iii) 直近90日以内に、聴覚障害が突然または急激に悪化した。 
(iv)  急性または慢性のめまいがある。 
(v) 突然、または直近90日以内に、片方の耳だけが聞こえなくなった。 
(vi) 500ヘルツ（Hz）、1,000 Hz、2,000 Hzで,15デシベル以上の気導骨導聴力差がある。 
(vii) 外耳道に深刻な耳あかの蓄積や異物が確認できる。 
(viii) 耳の中に痛みや不快感がある。
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症　　状 原　　因 対　　策

音がきこえない／
音の大きさが不十分

電源が入っていない。 電池ケースを閉じる。
電池が消耗している。 電池を新しい物に交換する。
音の出口が詰まっている。 音の出口を掃除して詰まりをとる。
耳せんとチューブが正しく装着されていない。 注意して装着し直す。
レシーバやレシーバチューブが破損している。 販売店に相談する。
耳あかガードが詰まっている。 販売店に相談する。
装用者の耳に過度の耳あかが詰まっている。医師に相談する。
設定音量が小さい。 販売店に相談する。

ハウリング
（ピーピー音）がする

耳せんとチューブが正しく耳に入っていない。 注意して入れ直す。
補聴器の設定が合っていない。 販売店に相談する。
耳せんの大きさが外耳道に対して合っていない。 販売店に相談する。
装用者の耳に過度の耳あかが詰まっている。医師に相談する。

音が不明瞭、音が歪む
電池が切れかかっている。 電池を新しい物に交換する。
プログラムの設定が合っていない。 販売店に相談する。

ワイヤレス機能が
使えない フライトモードに入っている。 電池ケースを開閉する。

※  対策をしても解決しない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら6
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性能表 JIS C 5512：2000
イヤシミュレータ NPレシーバ Sレシーバ HPレシーバ UPレシーバ

規準周波数 1600Hz 1600Hz 1600Hz 1600Hz

90dB最大出力音圧レベル 1600Hz 118dB±5dB 118dB±5dB 122dB±5dB 134dB±5dB
ピーク 129dB以下 127dB以下 132dB以下 139dB以下

最大音響利得 1600Hz 55dB±5dB 51dB±5dB 61dB±5dB 81dB±5dB
等価入力雑音レベル 27dB以下 27dB以下 28dB以下 28dB以下

全高調波ひずみ
500Hz 4.8%以下 3.5%以下 4.8%以下 5.9%以下
800Hz 5.0%以下 4.5%以下 7.1%以下 6.0%以下
1600Hz 4.9%以下 4.4%以下 5.1%以下 4.6%以下

電池電流 1.5mA以下 1.5mA以下 1.5mA以下 1.5mA以下
電池寿命 PR41/312 135時間＊ 135時間＊ 135時間＊ 135時間＊

＊  ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。　※数値は参考値です。

性能表 器種：KS661-DRW7
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イヤシミュレータ  測定規格 ： JIS C 5512：2000
 ●NPレシーバ
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音響諸特性8
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イヤシミュレータ  測定規格 ： JIS C 5512：2000
 ●Sレシーバ
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イヤシミュレータ  測定規格 ： JIS C 5512：2000
 ●HPレシーバ
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イヤシミュレータ  測定規格 ： JIS C 5512：2000
 ●UPレシーバ
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保証と修理
適用される保証書に記載されているように、メーカーは製造工程または材質の欠陥がある場合には補聴
器を保証しています。サービス方針としては、メーカーは純正補聴器以上の機能を保持するよう努めま
す。国連グローバルコンパクトイニシアチブ参加企業として、メーカーは、環境に優しいベストプラクティス
に従って取組んでいます。従って、補聴器は、メーカーの独自の判断により、新製品、新品または保守可能
な中古部品から製造された製品、または新品または修理された交換部品を用いて修理された製品と交換
される場合があります。
サービスを必要とする補聴器の場合は、お近くのコストコ補聴器センターで、販売店にご連絡ください。
誤動作のある補聴器は、有資格技術者により修理されなければなりません。補聴器を分解しないでくださ
い。開けると保証が無効となります。

 ■ 温度・輸送・保管試験
カークランドシグネチャー補聴器は社内基準および業界基準に従い、-25～70℃の温度範囲、高湿
環境下でのさまざまな試験に合格しています。
輸送または保管中は限界温度-20～60℃、相対湿度90%RH、結露無し状態を超えてはなりません
（一定時間）。適正気圧範囲は500～1100hPaです。

EU医療機器指令 93/42/EECまたは無
線機器ならびに電気通信用端末機器に関
する欧州理事会命令 1999/5/EECに機
器および電気通信端末機器に関する問題
はReSound A/Sまでお問い合わせくださ
い。

製造販売元
ジーエヌリサウンドジャパン株式会社
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3MMパークビル
8F
 0120-921-310（TEL）　0120-636-392（FAX）

www.resound.com    CVR no. 55082715
MDD 93/42/EEC認定メーカー

アフターサービスについて9
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カークランドシグネチャー6.0 補聴器は、 iPhone 6、 iPhone 6 Plus、 iPhone 5s、iPhone 5c、
iPhone 5、 iPad Air 2、 iPad Air、 iPad (第4世代)、 iPad mini 3、 iPad mini 2、 iPad mini 
（Retina ディスプレイモデル）、 iPad mini および iPod touch (第5世代)と互換性があります。 
Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iPod touchは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc. 
の商標です。

i 「Made for iPod／iPhone／iPad」とは、iPhone、iPad、およびiPod
モデル専用に接続するよう設計され、Appleが定める性能基準を満たしてい
るとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示していま
す。 Appleは、この機器の動作または、安全性および規制基準の順守に責任
を負いません。 本アクセサリーのiPhoneとの使用は、ワイヤレスの性能に
影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

お住まいの市町村の指示に従っ
て廃棄してください。



KTG0524 KS 02 1503A-15031K

販売元：
コストコホールセールジャパン株式会社
〒210-0832
神奈川県川崎市川崎区池上新町3-1-4
www.costco.co.jp
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