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Android端末とのペアリング方法

❶Google Play Store上でアプリを検索し、
ダウンロード
❷アプリを起動し
「はじめに」
を タップ

❸画面の指示に従って接続してください

注意：以前に補聴器をペアリングしたことがある場合は、
再度ペアリングする前にスマートフォン
のBluetoothメニューでペアリングを解除する必要があります。

iOS端末との再ペアリング方法
❶「設定」→
「アクセシビリティ」
をタップ

❷「ヒアリングデバイス」
を選択し
「このデバイスのペアリングを解除」
をタップ

❸ iOS端末を再起動後、
Bluetoothがオンになっていることを確認し再ペアリング

GNヒアリングジャパン株式会社
一般のお客様電話番号
0120 -921-102
販売店様専用電話番号
0120 -921-310
受付：月曜～金曜

午前9時～午後5時30分（土日祝日、年末年始は休み）
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き使用されています。Android、Google Play、Google PlayロゴはGoogle LLC.の商標です。
BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
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フォンその他端末を利用して、補聴器の操作や便利な機能を使用することができます。
最新の対応端末情報は以下ウェブサイトでご確認ください。
resound.com/compatibility

アプリを使用する前にスマートフォンその他端末を補聴器とペアリングする必要があります。
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❸
「設定」＞「アクセシビリティ」
をタップ
❹
「ヒアリングデバイス」
をタップ

❻ペアリング

❺補聴器の電源オン

iOS端末が補聴器を検出できる状態になりま

した。

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。

以下の手順に従って簡単に行えます。

iOS端末とのペアリング方法

❶補聴器の電源オフ
❷iOS端末の
「設定」
からBluetooth機能をオン
オンになるとスライダーが緑になります。

注意：iOS13以上
（iOS12以前は
「設定」
＞
「一般」
＞
「アクセシビリティ」
＞
「MFiヒアリングデバイス」
）

画面にお使いの
「補聴器名」が
表示されたら、左右（両耳の場
合は「左右」両方が表示されて
いるか）
を確認後、
「補聴器名」
をタップします。

❼App Store上でアプリを検索
❽アプリをダウンロードして起動
し、
「 はじめに」をタップ

❾画面の指示に従って接続して
ください

注意：アプリ画面右下に デモ と表示されている場合は「設定」をタップし、
デモモードを解除
してください。
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Android端末とのペアリング方法
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❷アプリを起動し
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Android端末とのペアリング方法

❶Google Play Store上でアプリを検索し、
ダウンロード
❷アプリを起動し
「はじめに」
を タップ

❸画面の指示に従って接続してください

注意：以前に補聴器をペアリングしたことがある場合は、
再度ペアリングする前にスマートフォン
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❸
「設定」＞「アクセシビリティ」
をタップ
❹
「ヒアリングデバイス」
をタップ

❻ペアリング

❺補聴器の電源オン

iOS端末が補聴器を検出できる状態になりま

した。

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。

以下の手順に従って簡単に行えます。

iOS端末とのペアリング方法

❶補聴器の電源オフ
❷iOS端末の
「設定」
からBluetooth機能をオン
オンになるとスライダーが緑になります。

注意：iOS13以上
（iOS12以前は
「設定」
＞
「一般」
＞
「アクセシビリティ」
＞
「MFiヒアリングデバイス」
）

画面にお使いの
「補聴器名」が
表示されたら、左右（両耳の場
合は「左右」両方が表示されて
いるか）
を確認後、
「補聴器名」
をタップします。

❼App Store上でアプリを検索
❽アプリをダウンロードして起動
し、
「 はじめに」をタップ

❾画面の指示に従って接続して
ください

注意：アプリ画面右下に デモ と表示されている場合は「設定」をタップし、
デモモードを解除
してください。

105

