
クイックガイド
カークランドシグネチャーTMと  
チョイスアプリの接続
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Made for iPhone 機能 
を備えたカークランドシグネチャー 6.0 補聴器
カークランドシグネチャーTM 6.0 補聴器は、以下のAppleデバイスを
使用して、補聴器の操作や便利な機能を使用することができます。 

iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPod touch® 第5世代

iPad® Air2
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

IOSに関するサポートおよびアップデート
MFi 補聴器とのペアリングには、iOS 7.0以降がインストールされて
いる必要があります。 端末にiOS 7.0以降がインストールされている
か確認してください。 iPhone 6およびiPhone 6 Plusをご利用の場合
は、最新バージョンiOS 8を推奨しています。
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iPhone、iPad、iPod touch
とのペアリング
カークランドシグネチャー 6.0 補聴器とiPhone、iPad、iPod 
touchのペアリング方法

電池残量の確認
補聴器に新しい電池を入れてく
ださい

補聴器の電源が入らないように、こ
の時点では電池ケース を開けてお
いてください。

Bluetooth機能をオンにします

画面の最下部を上にスワイプしてコントロールセンター
の画面を表示します。

Bluetoothのアイコンをタップします。
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補聴器の検出
Bluetooth機能がオンになった
ら、設定＞ 一般＞アクセシビリテ
ィをタップします。  

電池ケースを閉め、スマート
補聴器の電源を入れてくださ
い。iPhone、iPad、iPod touch が
補聴器を検出できる状態になり
ました。補聴器をタップします。
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ペアリング
画面にお使いの補聴器名とモデル名が表示されたら、それ
をタップします。

接続が完了すると、補聴器名の隣にチェックマークが入りま
す。補聴器名は黒から青に変わります。

ダイアログボックスの「ペアリング」をタップします。 両耳フィ
ッティングの場合は2台の補聴器とペアリングするので、ペ
アリングの要求は別々に2回表示されます。 
1回目のペアリング開始後、2回目の要求が表示されるまで
に数秒かかることがあります。

ペアリングが完了すると、「補聴器」画面で接続状況を確認
することができます。

補聴器をiPhone、iPad、iPod touchに再接続する方法
お使いの補聴器またはAppleデバイスの電源を切／入する
と、自動的に再接続されますが、再接続されない場合は、補
聴器の検出～ペアリング操作を行ってください。



6  

2台以上のAppleデバイスにペアリング 
カークランドシグネチャー 6.0には、異なるAppleデバイスを
5 台までペアリングすることができます。しかし、一度に接続
できるのはこれらAppleデバイスのうち1台に限られます。 

別のAppleデバイスに補聴器接続を切り替えるには、現在
接続しているAppleデバイスの画面の最下部を上にスワイ
プし、Bluetooth機能をオフにします。

新しく接続するデバイスのBluetooth機能をオンにします。

認証待ち
ご利用のカークランドシグネチャー 6.0 補聴器とAppleデバ
イスのペアリング時にダイアログ・ボックスのペアリングをタ
ップします。この認証プロセスには数分かかる場合がありま
す。 補聴器の電源を入れて、補聴器から認証完了のお知ら
せ音が6回鳴るのを待つか、認証が完了するまで120秒以
上待ちます。 この認証プロセスが実行されている間、デバイ
スの操作はせず、そのままお待ちください。
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カークランドシグネチャー 6.0 補聴器に 
音声を直接届ける

画面の最下部を上にスワイ
プしてコントロールセンター
の画面を表示します。 音声出
力先が表示されるので「補聴
器」をタップしてください。 

補聴器への音声出力をや
め、通常の電話操作に戻すに
は、iPhoneを選択します。 補
聴器への音声出力を停止す
るには、メディアプレーヤーの
停止ボタンをタップします。

YouTube™など他のアプリの音声を補聴器で聞くこともで
きます。

YouTubeなどのメディアプレーヤーのアプリを開
き、画面のAirPlayアイコンを押します。

音声出力する補聴器を選択して、「再生」をタップします。 動
画のストリーミングを停止するには、停止ボタンを押します。 
通常のiPhone操作に戻る場合は、AirPlayアイコンをクリック
して、ダイアログ・ボックスのiPhoneをタップします。

様々なアプリからの音声を聞く

Appleデバイスで再生している音楽やムービーなどの音声を
補聴器で聞くことができ ます。

コントロールセンター

山田の補聴器
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ミュージックプレーヤーの音
声再生中に着信があった場
合、通話を選択すると、音声
の音量が自動的に小さくな
り、電話に切り替わります。

通話を終了すると、自動的に
音楽の再生に戻ります。

通話とFace Time通話



カークランドシグネチャーTM チョイスアプリを使用し
た一歩進んだ使用方法 

チョイスアプリのダウンロードとインストール

チョイスアプリは、下記のステップでApp Store
から無料でダウンロードできます。

1. App Storeへ行きます 

2. 「Kirkland Signature and Choice」を検索します

3. iPadをご利用の場合は、画面右上で検索条件を「iPhone
のみ」に変更します

4. 入手 をタップし、インストールを選択してアプリのダウン
ロードを開始します

5. 補聴器をお好みに合わせて設定調節するための準備が
整いました

チョイスアプリを補聴器に接続
ホーム画面のアイコンをタップして初めてチョイスアプリを
開く時は、下記のステップで操作を行ってください。

1. 補聴器での使用開始か、デモモードの起動かを選ぶよう
メッセージが表示されたら、「使用開始」を選択します。

2. 補聴器の取扱説明書に記載された操作方法を理解し、
利用規約に同意するようメッセージが出ます。「同意す
る」をタップして続けます。

3. チョイスアプリに対応する補聴器の一覧が表示されます。
「OK」をタップして続けます。

4. ご利用の補聴器とモバイルデバイスがペアリングされて
いない場合、ペアリング方法の画面が表示されます。

5. アプリがあなたの位置情報にアクセスすることを許可す
るかメッセージが出たら、「許可する」をタップします。

6. チョイスアプリを使用する準備ができました。

チョイスアプリ機能の使い方については、アプリの使用方法をご覧ください。
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チョイスアプリの概要
チョイスアプリには3つのメイン画面があります。 音量調節とプログラムの選択
画面をスライドするか、画面上部のナビゲーションボタンを使って画面を移動し
ます。

このボタンをタップしてウィ
ンドウを開くと、詳細機能が
表示されます。

プログラムの選択

プログラム画面でこのボタ
ンをタップすると、音量調節
画面に戻ります。

音量調節ボタン（+、-）

このボタンをタップしてメイ
ンメニュー画面に行くと、追
加機能が表示されます。

このボタンをタップする
と、プログラム画面へ移動
します。

ナビゲーションボタンの説明
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追加機能のメインメニュー

「戻る」ボタンをタップす
ると、音量調節画面に戻
ります。
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左右同時の音量調節

スライダーを上下に動か
して補聴器の音量を調節
します。

補聴器のマイクをミュート
にするには、音量スライダ
ー下のミュートボタンをタッ
プします。

左右別々の音量調節

指のピンチ操作で、左右同
時と左右別々の音量調節を
切り替えます。

画面下部のトグルボタンを
タップして切り替えることも
できます。

補聴器の音量調節
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プログラム変更

手動プログラム変更

ワイヤレス用プログラム
の変更

周りの状況に応じて、最大4つ
の補聴器プログラムの中から
最適なプログラムをタップし
て選びます。プログラム はア
イコンで表示されます。

リサウンドのワイヤレスアク
セサリーからの音声出力を
オンにするには、ワイヤレス
用プログラムボタンをタップ
してください。
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ヒント： デバイスをミュートにできますか？
音量スライダー下にある、それぞれのミュートボタンをタップする
ことで、 個別にミュート（消音）にすることができます。

左右別々の音量調節

ワイヤレスアクセサリーの音量調節

ワイヤレスアクセサリーの
音量

ワイヤレスアクセサリーのプ
ログラムを選択すると、補聴
器の音量とは別に、ワイヤレ
スアクセサリーの出力音量を
スライダー（オレンジ色）で調
節することができます。

ストリーミングする音声の音
量を変えることなく、補聴器を
ミュートにしたり、音量調節を
したりできます。

補聴器の音量

左右の補聴器の音量を別々
に調節します。 指のピンチ操
作で、左右同時と左右別々
の音量調節を切り替えます。
画面下部のトグルボタンを
タップして切り替えることも
できます。
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詳細オプション

低音域と高音域の調節

低音域と高音域の調節方法 

ヒント： 設定を保存できますか？
お好みの低音域と高音域のバランスを見つけたら、お気に入りに保
存することができます。

左上にあるこのボタンを押す
と、ポップアップメニューが
開き、補聴器をあなた好みの
設定にするオプションを表
示します。

iPhoneからのストリーミング
を含め、低音域と高音域の調
節が可能です。

低音／高音調節のオプション

スライダーを上下に動かし
て、低音域と高音域のバラン
スを調節します。 ストリーミ
ングされた音声にも適用さ
れます。
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お気に入りについて
新規のお気に入りを追加す
る場合、お気に入りリストで
新規登録を押します。また登
録済みのお気に入りを起動
するには、リストからそれを
選んでタップします。 リスト
表示と地図表示を切り替え
ることもできます。

お気に入りに追加する
音量、低音／高音調節など
の設定を、お気に入りに保
存することができます。 ま
た、お気に入りを特定の場
所とリンクさせると、特定の
場所に移動した時に、補聴
器の設定を自動的に変更す
ることができます。

お気に入り
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その他のお気に入りオプション
お気に入りを左にスワイプする
と、以下のオプションが表示さ
れます。
-  地図（地点が登録
  されている場合）
-  詳細
-  削除

お気に入りの詳細 
詳細画面では、登録名を編集
したり、追加／削除したりでき
ます。 保存した音量、低音／
高音調節などの設定を見るこ
とができます。

ヒント： 設定内容を変更することなくお気に入りを編集
することはできますか？
「お気に入り」を選択し、音量や低音／高音などの設定を調節
したら、その内容を新規のお気に入りとして保存することがで
きます。



補聴器を捜す： 失くしてしまった補聴器の検索

近距離で検索する
アプリが近距離で補聴器を
検出した場合、捜すモードに
なります。 デバイスを持って
歩くと、赤いバーによって補
聴器との距離が近くなった
か、遠くなったかが分かりま
す。 補聴器の電源が入って
いる場合のみ、この機能を利
用することができます。

18



19  

補聴器を捜す
アプリが近距離で補聴器を
検出しなかった場合、マップ
モードに切り替わります。ア
プリと補聴器が最後に接続
された場所をマップ上に表
示します。

航空写真
このボタンをタップすると、
航空写真に切り替わります。

最後に使用された場所
地図または航空写真でこの
ボタンを押すと、ポップアップ
メニューが表示されます。補
聴器が最後に使用された場
所と時刻が表示されます。



20

補聴器を  
iPhone、iPad、iPod touchで設定調節
音量やプログラムなど基本的な設定調節方法
ご利用のAppleデバイスのホームボタンをトリプルクリックして、音量やプ
ログラムなどの基本的な設定調節を行います。

1. 補聴器名、モデル名、電
池残量

2. ストリーミングや補聴器
の音量設定を左右同時
または左右別々に行いま
す。 

3. 補聴器の音量調節を左右
別々に行います。

専用アプリでカークランドシグネチャー 6.0 補聴器を設定調
節する方法
 「設定」から補聴器のコントロールセンターにアクセスするこ
とができます。 設定＞一般＞アクセシビリティ＞補聴器の順
にタップします。ⓘをタップして、補聴器画面を表示します。
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ページをスクロールダウン
すると下記の設定が表示さ
れます。

4. プログラムの表示と変更

5. iPhone、iPad、iPod touch
のマイクが拾った音声を
補聴器に直接に届ける、
ライブ再生機能の開始・
終了を選択できます。

6. このデバイスとのペアリ
ングを解除するには、ここ
をタップします。

4
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モバイルデバイスのアプリを利用
アプリのアップデート通知を使用することをお薦めします。
全てのアップデートをインストールすることで、アプリが常
に最新版で正しく機能することが保証されます。 カークラン
ドシグネチャーのチョイスアプリは、リサウンド・スマート ア
プリ*を基に開発されたもので、ジーエヌリサウンドによって
製造されたカークランドシグネチャー 6.0 補聴器でのみご
利用いただけます。 アプリが他のデバイスで使用される場
合には、ジーエヌリサウンドは一切の責任を負いません。

スマートフォンのアプリの使用目的 
ジーエヌリサウンドのモバイルデバイス用アプリは、ジーエ
ヌリサウンドが製造したワイヤレス補聴器と共に使用する
目的で設計されています。 ジーエヌリサウンドのモバイルデ
バイス用アプリは、モバイルデバイスを通じて、ジーエヌリ
サウンドのワイヤレス補聴器からの信号を送受信するため
に開発されました。 印刷された説明書をご希望の場合は、
当社のカスタマーサービスにお問い合わせいただくか、この
クイックガイドを印刷してください。 ジーエヌリサウンドのモ
バイルデバイス用アプリをご利用になる前に、補聴器の取
扱説明書をよくお読みください。

* 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 
 に関連する問題は、リサウンドA/Sまでお問い合わせくだ
さい。
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
電話：0120-921-310（フリーコール）  FAX：0120-636-392
www.resound.com    CVR no. 55082715

Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iPod touch、Face-
Time、Live ListenおよびAirPlay はApple Inc.の商標で
あり、米国その他の国で登録されています。App Store 
は、 Apple Inc. のサービスマークです。YouTube は、 
Google Inc. の商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG, 
Inc.の商標です。

MDD 93/42/EEC認定メーカー
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カークランドシグネチャーTMナビゲーターアプリなら、
スマートフォンで補聴器の設定調節が可能

ナビゲータアプリ
他のスマートフ
ォンの場合、ナビ
ゲータアプリを
使って、カークラ

ンドシグネチャー 6.0 補聴器
の音量調節やプログラム変更
を行えます。 リサウンドのフォ
ンクリップⅡ および Kirkland 
Signature Navigator アプリを
お使いの場合、これらの機能
をご利用いただけます。



Imported by:
Costco Wholesale Japan Ltd.

3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan

044-281-2600
www.costco.co.jp

お知らせ
補聴器およびMade for iPhone機能の詳細やサポートについては、当社の
補聴器担当者までお問い合わせください。接続に問題がある場合は、Apple
デバイスのBluetooth機能を「オフ」にした後に再び「オン」にして接続する
か、Appleデバイスを再起動してください。

Costcoのプライバシーポリシーに関しては、こちらのウェブサイトをご覧ください。
www.costco.com/privacy-policy.html#J
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