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■耳鳴りに悩んでいる方は、以下説明についてご理解して頂くことが耳鳴りを克服する上で、とても重要になります。
耳鳴りを根本的に消失させる、確実な治癒方法はこれまでの研究段階ではまだ発見されていませんが、
There is no cure for tinnitus, but sound therapy (combined with a counseling program) has been
音響療法（心理療法と併用）は、多くの人々の耳鳴り対処法として、生活改善に役立つことが知られています。
known to help a lot of people manage their tinnitus and live a better life.
The ReSound Relief app uses a combination of sound therapy and relaxing exercises that aim to
リサウンド・リリーフアプリ（耳鳴り緩和）は、音響療法とリラックスする訓練を組み合わせ、
distract your brain from focusing on the tinnitus. Over time the brain learns to focus less on the
耳鳴りから脳の注意を逸らすことを目的とします。しばらく続けると、脳は耳鳴りから注意を逸らすように
tinnitus, and more on sounds that are important to you.
順応化され、生活上で重要な音に一層集中できるようになります。
The app lets you manage your personal library of sound therapy files. It will also track your usage, so
アプリでは、あなたのお気に入りのサウンドライブラリから選んで、いつでも直ぐに使えるように設定できます。
you can see which sounds work best for you, and audio exercises to help keep your mind occupied.
使用状況もモニタリングでき、ご自身に適切な音の種類や練習方法をみつけることができます。
Use the app when your tinnitus feels overwhelming, or when you simply want to introduce
耳鳴りがひどい場合や、耳鳴りから意識を逸らすために背景音として設定した音を聞くために、
background sounds to help distract you from your tinnitus.

アプリを使用してください。
Anyone with tinnitus can benefit from this app. Just download it and listen to it as you normally
listen to music from your smart phone. アプリをお試しください。アプリをダウンロードし、
If you wear ReSound wireless hearing aids, you can stream
耳鳴りに悩む方は、ぜひリサウンド・リリーフ
the sounds from the ReSound Relief app directly through them, and the sound you stream will be
日頃スマートフォンで音楽を聴くように聞いてみましょう。リサウンドのワイヤレス対応の
adjusted to compensate for your hearing loss.
スマート補聴器を装用している場合、リサウンド・リリーフ アプリ（耳鳴り緩和）から直接音をストリーミングし、
聴力に合わせて補正された音で聞くことができます。

スマートフォンとのダイレクトストリーミングに対応している補聴器についてはウェブサイトでご確認ください。
https://www.resound.com/ja-jp/help/compatibility
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■iPhone などの iOS端末をご使用の場合
ステップ 1：お使いの iOS端末でご利用が可能なことを確認してください。

If you have an iPhone® or other Apple® device
・リサウンド・リリーフ アプリは、iPhone 5 以降の iOS 端末に対応。
Step 1: Make sure your Apple device is compatible.

一部iPadやiPod touch端末にも対応しています。
1. You can use the ReSound Relief app right from your iPhone ®, iPad®, iPod® touch or
ステップ
2：iOS10以降であることを確認してください。
Apple
Watch™.*

・ iOS ソフトウェアを iOS 端末でチェックし、最新バージョンがインストールされていることを

Step 2: Make sure your Apple device is updated to iOS 8 or later.

確認してください。設定 > 一般 > ソフトウェア・アップデートをタップします。
1. Check the iOS software on your Apple device to ensure the latest version is installed.
・ソフトウェア・アップデートができる場合、「インストール」をタップしてください
Tap Settings > General > Software Update
（注：iOS
を更新するには
Wi-Fi に接続する必要があります）。
2.
If a software
update is available,
tap Install. (Note: You must be connected to Wi-Fi to
update iOS).

Step 3: Download
the ReSoundアプリ（耳鳴り緩和）をダウンロードします。
Relief app.
ステップ
3：リサウンド・リリーフ
1. On your Apple device, tap the App Store icon. Select “iPhone only” setting.
you willStore
still be
able to download to an iPad or iPod touch. This setting is
・iOS (Note:
端末で、App
にアクセスします。
only to make it easier to locate the ReSound Relief app.)
・検索フィールドに「リサウンド・リリーフ アプリ」と入力します。
2. Type “ReSound Relief” in the search field.
・インストールのアイコンをタップし、アプリを端末にダウンロードします。
3. Once the Resound Relief app screen is displayed, tap “Free” (it will then change
to “Install”).
（注：無料ですが、ご自身の
iTunes アカウントにサインインするよう指示されます）。
4. Tap “Install” to load the app on your device. (Note: Although this is a free app, you will be
・ご自身の Apple ID とパスワードを入力し、ダウンロードのプロセスを完了します。
prompted to sign into your iTunes account.)
5. Type in your Apple ID and password to complete the download process.
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*Visit resound.com/compatibility for a complete list of compatible devices.

Android 端末をご使用の場合

If you have an Android™ device
ステップ 1：お使いのAndroid 端末でご利用が可能なことを確認してください。
Step 1: Make sure your Android device is compatible.
Android 5.0 以降の Android 端末で使用できます。
1. You can use the ReSound Relief app with select Android devices.*

Step
2: Download
the ReSound Relief
app.
ステップ
2：リサウンド・リリーフ
アプリ（耳鳴り緩和）をダウンロードします。
1. ・Android
Tap the Google
Play icon
on the
screen
of your Android device.
端末の画面で
Google
Play
へアクセスします。
2. ・検索フィールドに「リサウンド・リリーフ
In the search field, type “ReSound Relief.” アプリ」と入力します。
3. Once the ReSound Relief app screen is displayed, tap “Install.”
・該当画面が表示されたら、「インストール」をタップします。
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Main Menu

SoundScapes

メインメニュー

Tap a large bubble
大きなバブルをタップし、
to play/stop a
soundscape.
音源を再生/停止します。
The size and
バブルのサイズや配置は、
placement of the
使用頻度により変化します。
bubbles depend
on frequency of
usage.
バブルを長押しすると、
Press and hold
セラピー音の編集または
a bubble to
削除ができます。
edit or delete a
soundscape.
+ のアイコンをタップし、
Tap
on the + to
create
your own
様々な音源を重ね合わせて
soundscape.
あなた好みのセラピー音を
設定できます。

Set the timer to stop
再生を一定時間で停止するように
playing at a certain time.
タイマーを設定できます。
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セラピー音

Edit the name of
作成したセラピー音の
your soundscape
名前変更ができます。
at the top.
アイコンをタップする
Tap on the
と好みの音源を重ね合
available sound
わせることができます。
icons to add
them to your
選択した音源を再度
soundscape.
タップすると、その
Tap them again
音源は作成中のセラ
to remove them.
ピー音から削除され
Adjust the sound
ます。
level of each
added sound
追加した音源ごとに
individually by
音量を個別に調節する
dragging the
には、アイコンを
icon up/down.
上下にドラッグします。
Layer up to five
最大５種類の音源を
組み合わせます。

Relax

Guided Meditation

リラックス

ガイド付きの瞑想

Explore different
リラックス機能には、
therapies to help
耳鳴りの緩和を手助け
you cope with your
tinnitus.
するいくつかの項目
ガイド付きの瞑想、
深呼吸の訓練、
リラックス画像など
があります。

⾳の再生や停止は、
Tap to play/pause
sounds.
各アイコンをタップ
します。
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Learn to meditate
and relax, shifting
瞑想でリラックスし、
your focus away
from your tinnitus.
意識を難聴から逸らす

⽅法を習得しましょう。
Follow the bubble
深呼吸の訓練では
with your breath
to get assistance
バブルのインジ
on how to breathe
ゲーターの動きに
deeply and calm
合わせて深呼吸して、
your body.
リラックスする⽅法
Change the speed
を習得しましょう。
of the breathing to
あなたのペースに
fit your needs.
あわせて呼吸の速度を
変更できます。

My Relief

Learn

My Relief
各トレーニングの
Swipe to see time
実施状況の進捗を
spent in the app
確認できます
yesterday, last week
and last month.

Set your sound
balance between
left and right in the
settings menu in
the top right corner.
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アドバイス
Learn basic
耳鳴りの理解に役⽴つ
information about
様々な情報が閲覧でき
tinnitus.
ます

重要な情報

Important information

リサウンド・リリーフアプリ（耳鳴り緩和）は耳鳴りを治療したり、治癒させるものではなく、
The ReSound Relief app will not treat or cure your tinnitus and is not intended to take the place of informed
また当事者情報に基づいた耳鳴りの専門家によるカウンセリングや治療の代替になるものではありません。
professional tinnitus counseling and services.
This app is designed to be a complementary tool that both a clinician and patient can use as part of a
このアプリは、補完的なツールとして設計され、臨床医と患者さんが耳鳴りを克服するプログラムの一環
tinnitus management plan. It is not intended for use in audiological/ontological treatment of symptomatic
として使用できます。耳鳴り症状の聴覚学的治療やオントロジーを用いた治療のための使用は意図されて
tinnitus.
いません。このアプリは、耳鳴りから意識を逸らすために使用されますが、体内で発生している煩わしい
This app is intended to create distractions to your tinnitus, but is not intended to mask internal noises.
耳鳴りの雑音を覆い隠すことは目的としていません。

Warning

警告
To
prevent possible hearing loss, do not listen at high volume levels for long periods.
難聴の原因にもなるため、大きな音量で長時間聞かないでください。
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Manufacturer according to Health Canada:
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