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シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

実寸大

新色
登場

カラーバリエーション
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iFデザインアワード2021
受賞デザイン
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なぜ人々は今日の目まぐるしく変化する世界で快適さを探し求めるのか。
スマートフォンからスポーツシューズまで、
最適なアクセサリーを見つけることで、最高のパフォーマンスを発揮できる。

聞こえも同じ。最適な選択があなたを輝かせる。 

革新的なイヤフォン型補聴器Signia Active ProとSignia Activeは、
ノイズをカットし、より高いレベルの聞こえを実現。
会話を聞き漏らすかもという心配は、もう必要ない。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018  このカタログの内容は2022年3月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。 22.03.JP.17001314

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、
その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

■ 個人のお客様専用窓口
　 「シグニア補聴器」お客様コールセンター

シバントス株式会社

※本フリーコールはＩＰ電話からはつながりません。その場合は通常の電話番号までお問い合わせください

■ 販売店様専用問合せ窓口
　 カスタマーサービス

営業時間 9：00-17：00（土・日・祝日 定休日）

営業時間 9：00-17：00（日・祝日 定休日）

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

Tel：0800-222-4133
ヨ イ ミミ

Fax：0800-888-4133

Tel：046-289-0303　　  Fax：046-407-1133

Tel：046-409-4133　　  Fax：046-407-1133

Tel：0800-888-0303
オーミミオーミミ

販促物注文専用Fax：050-3730-5795

イヤフォン型補聴器
Signia Active Pro/Signia Active

スノーホワイト / 
ローズゴールド

 

ブラック /
シルバー ブラック 

 
17mm

シグニアは、世界をリードする補聴器ブランドのひとつ。
私たちが目指すこと、それは補聴器の常識を変える技術革新で、
人間のパフォーマンスを向上させること。
難聴だから人生が制限される、そんなことがないように。
Be Brilliant. シグニアで、もっと鮮やかに。

SNS公式アカウント
メルマガ登録はこちら

www.signia.net/ja-jp
個人のお客様向けサイト

持ち運び
充電可能

取り扱いやすい
充電式

USB充電
3時間

ワイヤレス充電
5時間＊2

ワイヤレス充電
対応充電ケース

充電時間

使用可能時間＊1

30分
スピード充電

5時間

4時間
フル充電

電池の入れ替え不要で手間いらず。
フル充電で26時間も使用可能、
一日中電池切れの心配がない。

取り扱いやすい充電式

蓄電機能付きのポータブル充電ケースだから、
外出先でもケースだけでらくらく充電。
ケースだけで両耳３回フル充電可能。

持ち運び可能な充電ケースでいつでも安心

Qi規格対応ケースでスマートに充電可能
補聴器を充電ケースに入れて、
ケースごとQi充電パッドに置くだけで充電可能。
もちろんケースはUSBケーブルでの充電も可能。

チー

＊1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、
使用可能時間はより短くなります
＊2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。
充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は5時間
ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

補聴器の充電

2022年3月版

ポータブル充電ケースの充電

26時間

USB

Type-C

NEW

＊2



保証期間以降も安心

スマートリペア
プラン

保証期間以降も安心

スマートリペア
プラン

Bluetooth
機能搭載

シグニア アプリ

シグニア アシスタント

Signia app対応 Signia Assistant
でAIサポート

マスクモード対応 すぐにフィット 防水・防塵
IP68

耳鳴り治療機能搭載自動で環境を認識 デザイン賞受賞の
スタイリッシュなデザイン

会話がもっと鮮明に鮮やかな音 

世界をリードする補聴器ブランドのひとつである、
シグニアの音声テクノロジーを惜しみなく搭載。
聴力に合わせて周波数帯ごとに音を細かく調整し、
あなたの聞こえに最適な音声処理を実現。

鮮やかな音 周辺機器と接続して使い方がさらに広がる
適度な大きさで、ワンアクションで着け外しできる。
マスクやメガネの邪魔にもなりにくくスマートに装用可能。

着け外し簡単でマスクの邪魔にならない

Signia appのマスクモードをONにすれば
マスク越しの会話もより聞きやすい。

マスクモード搭載

シグニア提供の無料アプリで、
スマートフォンが補聴器リモコンに早変わり、
さりげなく音量調節や補聴器の状態の確認ができる。

Signia appでスマートフォンがリモコンに

軟らかい素材のスリーブで快適なつけ心地。
どんな耳でもフィットしやすい4サイズから選べる。
耳あなに沿ったカーブ形状でつけ心地抜群。

上記おすすめの4種類以外にも多種多様な耳栓が利用可能。

※同梱のスリーブはS（穴あり）、S（穴なし）、XS（穴なし）の3種類です。

すぐにフィット

搭載機能の違いによって2つのクラスに分かれている。
機能が多いほど、活用できる場面が広がる。

クラスと機能

雑音をしっかりカットし、360°の音をよりクリアに、
よりリアルに。

会話がもっと鮮明に

世界初！人工知能（AI）技術を活用した補聴器使用支援システム。
Signia appを開き、Signia Assistantと対話形式でやり取り
するだけで、あなたの好みや環境に合った音に調節可能。
24時間、365日自動対応でいつでも使えるから安心。

Signia Assistantでいつでも聞こえをAIサポート

搭載機能

性能一覧

超広角の音響センサーが周囲の環境を把握し、
自動的に最適な音に調整。
50シーン対応であなたのチャレンジをサポート。

「世界3大デザイン賞」の一つ、iFデザイン賞の
「iF Design Award 2021」を受賞した革新的で魅力的なデザイン。
ワイヤレスイヤフォンのようなスタイリッシュな形は補聴器を
もっと気軽に、もっと楽しんで使える物へと変化させる。
スタイリッシュで高級感がある2色に加え、
新色「ブラック」が仲間入り。マットと光沢の絶妙なバランスで
洗練されたスタイルを演出。

自動で環境を認識

革新的なデザイン

スマートフォンの通話や音楽、テレビ＊3の音声をBluetoothで耳に直接お届け＊4、
自分の音量で楽しめる。

Signia Active Pro機　能 機能説明 Signia Active

チャンネル数
超広角センサー

高いチャンネル数ほど静かではっきりとした音質に
超広角音響センサーはより多種多様な環境音を収集する

利用できる最大メモリー数（標準音、テレビ用 等）
12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現
ワンワン響く反響音をしっかり抑える
カラオケや、コンサートや、CD・レコードが、より聞きやすい
風雑音を抑制
言葉を聞き取りやすくするように、周囲環境に応じて設定が自動で変化
突発的に響くような衝撃音を抑制
不快なピーピー音（ハウリング）を抑制

修理保証期間中は無料で修理
保証期間後は定額修理スマートリペアプラン

プログラム数
48 16

6 4

3モード
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12kHz広帯域
エコーシールド
ハイレゾ音楽
eウィンドスクリーン
スピーチ＆ノイズマネジメント
サウンドスムージング
ハウリングストッパー
耳鳴り治療機能

保証

43

＊3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。Androidスマートフォンの音声ストリーミングは別途StreamLine Micが必要
＊4 miniPocket(リモコン)あるいはSignia appによるプログラム切替が必要

※Signia Assistantを使い始めるには、補聴器販売店で機能をONにする必要があります。
　補聴器を購入した販売店にご相談ください
※定期的に販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします

65

¥30,800（税込） ¥55,000（税込）
StreamLine TV
ストリームラインTV

StreamLine Mic
ストリームラインマイク

Signia app

インストールは
こちら
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※このデータはJIS C 5512:2015（2㎤カプラで測定）で 表示しています
※仕様は予告なく変更される場合があります　※数値は代表的な仕様によるものです

※Signia Active Pro のみ

＊5 完全防水ではありません。　＊6 耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず耳鼻科専門医にご相談ください
＊7 補聴器本体に自然故障が生じた場合　＊8 電池寿命は使用状況によって変わります

L M S XS

＊6

＊8

＊7

Signia Active Pro
Signia Active 

39 118 70 充電 フル充電約26

2年
修理保証

2年
修理保証

1年
紛失保証

適応聴力
使用電池最大音響利得

HFA-FOG（±5dB以内）

（dB）

（+3dB以下）最大値
90dB入力最大出力音圧 レベル

性   能
（dB）

（平均dBまで）
電池寿命

（連続使用）（h）形  式

＊4

＊4

＊5

ハイエンドモデル
Signia Active Pro 

スターターモデル
Signia Active

耳あなとの間の自然な隙間で
こもりにくく、優しいつけ心地

miniPocket
ミニポケット

¥19,800（税込）

防水・防塵
IP68


