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製品・技術ニュース

に新クラス モーメント が新登場！

◯ 特集

製品・技術ニュース ： に新クラス モーメント が新登場！

製品・技術ニュース ：ピュアサウンドって、どうして軽中度難聴向き？

製品・技術ニュース ：夏を乗り切った補聴器のケアをお忘れなく！

すぐ使える集客・販促のヒント：モーメントの新しい販促ツールができました

補聴器販売の現場から：よくあるお問い合わせ（ 編）

ワイデックスからのお知らせ：まだまだコロナ禍ですが・・・

・・・・・ P1

・・・・・ P2

・・・・・ P3

・・・・・ P4

・・・・・ P5

・・・・・ P6

補聴器販売の最前線とワイデックスを結ぶ

ワイデックス HYGGE-ヒュッゲ- 通信

このようなお客様におすすめです

はじめての補聴器購入を検討中の方

「ピュアサウンド 」を気に入っていただけたものの、価格を理由に

モーメントの購入を見送られた方

価格を重視しているが、音質もある程度重視したい方

手頃な価格の充電式補聴器をお探しの方

もちろん、買い替えをご検討のお客様にもオススメです！

月より シリーズに が新たに加わりました。

上位クラスの良いところを継承しつつ、お求めやすい価格を実現。ぜひ をお試しください！

主な特長

ピュアサウンド搭載（ レシーバー、耳かけ型除く）

リチウムイオン充電式モデルもラインナップ（

サウンドクラス搭載（静寂 パーティ ミュージック）

ダイレクトストリーミング対応（ 使用時。 のみ）
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ピュアサウンドって、どうして軽中度難聴向き？

製品・技術ニュース2

HYGGE NEWS vol.15  2020.9 - 2 -

シリーズを発売して以降、ピュアサウンドに関するお問い合わせを多くいただき、ありがとうございます。

関心をもっていただけて大変嬉しく思う反面、「高度難聴には対応しないの？」「耳あな型はダメなの？」など疑問

に思う方も多いです。今一度ピュアサウンドを振り返ってみましょう。

左のオージオグラムで薄いオレンジに囲まれた範囲がピュアサウンドの

適合範囲です。およそ までが 、 で 、

以上で が目安です。
ピュアサウンド適合範囲

なぜピュアサウンドは軽中度向きなのか、また耳かけ型 が対象なのでしょう？

「この聴力じゃ、効果を感じてもらえないかな？」と思われる方も多い

かもしれませんが、ピュアサウンドの適合範囲内の聴力を対象に複数

のテスターに試聴していただいたところ、「ピュアサウンドは違和感が少

なかった」「聞き返しが減った」など補聴器があった方が便利ということ

を実感され、テストが一区切りしても継続利用を希望される方もい

らっしゃいました。このようにこのような聴力でも効果を感じていただけ

ると思いますので、是非ご提案くださいませ。

軽中度難聴のお客様の場合

こもり感や咀嚼音の軽減するためにカスタムイヤチップより既成

耳せん、特にラウンドやチューリップイヤチップで試聴・装用される

ことが多いと思います。これらの耳せんの場合、外耳道内で発

生する振動がイヤチップと耳道の隙間から漏れてくれますが、反

面その隙間から直接入ってくる音（直接音）とほんのわずかに

遅れた補聴器の音と重なることで、違和感につながります。

このようなケースでピュアサウンドによる改善が見込まれます。

高度難聴・耳あな型のお客様の場合

音量感が物足りなくなるためベントを開けられなかったり、ベント

を開けるとハウリングリスクが高まります。もしくはベントを開けたと

しても小さなベントになると思います。そのため、直接耳道に

入ってくる音はかなり少なくなるため、主にお客様が聞く音は補

聴器から出力された音が中心になります。そのため、ピュアサウ

ンドの効果が得られにくいのです。

直接音と補聴器の

出力音が重なる

軽度・中等度のイメージ

高度・耳あな型のイメージ

補聴器の

出力音のみ
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夏を乗り切った補聴器のケアをお忘れなく！
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酷暑が過ぎましたが、時折汗ばむような暑い日が訪れます。毎年のことではありますが、秋以降も快適にお使いい

ただくために、夏場の汗や汚れを持ち越さないことが大切です。改めて補聴器ケアをご提案ください。

補聴器ケアといえば乾燥器。ご好評をいただいておりました が、 （ドライキャップユー

ブイ ツー）となって新登場。乾燥ケースの大きさが一回り大きくなり※ 、 を始め、色々な補聴

器にお使いいただけます。※ （外寸）、 （外寸）

乾燥時間：ドライ＆クリーンモード（ 分） 照射：開始 分 終了前 分

クリーンモード（ 分） 照射 分

乾燥方法：送風式

電源： 電源入力または 端子接続

充電しながら

乾燥・除菌

の

大容量サイズ

操作はカンタン

ボタンを押すだけ

照射で

しっかり除菌

お客様の来店時には、減圧乾燥・耳あかの吸引除去などができる補聴器メンテナンス装置（ メンテナーなど）

で、しっかりお客様の補聴器をクリーニングしていただくことをオススメします。

約

静音設計 （ 作動時、機器正面 地点で

騒音計を用い計測）

スピーディーな減圧 約 秒

温度センサー内蔵の安心設計

日本製

価格： 円（税込 標準付属品付き）

の資料のご請求や御見積は、

弊社担当営業までご連絡ください。

導入後にはクリーニング ハガキもぜひ！

左ボタン 右ボタン
ドライ＆クリーンモード クリーンモード

（ 分） （ 分）

メーカー希望小売価格： 円（税込）

保証：購入日より 年間



モーメントの新しい販促ツールができました

すぐ使える集客・販促のヒント
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DMのご注文、お問い合わせはカスタマーサービスまで。
フリーコール：00777-81810 直通：03-5631-3174
販売店様Web注文サイト「ESHOP」 https://eshop.widex.pro/

ハガキ（ 登場）
商品コード：

ハガキ（健康診断）
商品コード：

発売に伴い、送付するターゲットや伝えたいことをより明確にした ハガキが新たに

タイプ登場。お客様や目的に合わせてご活用ください。
DMハガキ

最新シリーズにお求めや
すい クラスの登場を
案内。

低価格帯にも話題の
リチウムイオン充電式
があることや体験者の
声を掲載することで、
ワンランク上の最新シ
リーズへの買い替えを
おすすめください。

単なる新製品の案内
ではなく、どんなお客
様にも送りやすいメン
テナンスの なので、
より多くのお客様の来
店がはかれます。

お客様の関心を惹きや
すい低価格帯のリチウ
ムイオン充電式の案内
をプラスすることで、来店
時の試聴へスムーズに
つなげることができます。

発売に伴い、ガイダンスシートがリニューアルされました。両面の役割分担が明確になり、

お客様の知りたいことがより説明しやすくなりました。

ガイダンス
シート

シリーズの代表的なセールスポイントをユー
ザー視点でわかりやすく解説しています。

のクラスの違いが簡単にわかります。お客様
に合ったクラスを納得してお選びいただけます。

ガイダンスシート 商品コード：



補聴器販売の現場から

よくあるお問い合わせ（USB Link編）
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ワイデックス
トレーニング担当

パソコンに買い替えられるお店様が増えてきています。

今回はその中でお問い合わせの多かった に関するご質問をご紹介します。

：新しいパソコンに をつないだが、 ランプが点滅せず、

補聴器も接続できません。

新しいパソコンに や をインストールする際、

「 ドライバーをインストールしてください。」のチェックを入れな

いと 用ドライバーはインストールされません。チェックを入れなかった

場合は、下記手順で ドライバーのみのインストールを行ってください。

フィッティングソフトを終了し、 をパソコンから外します。

最新版の をパソコンに挿入し、エクスプローラを開きます。

フォルダ→ → の順にフォルダを開きます。

を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。

ユーザーアカウント制御画面で、「はい」をクリックします。

・・・画面で、「次へ 」をクリックします。

・・・画面で、「完了」をクリックします。

を接続して ランプが点滅することを確認します。 ランプが点滅すればインストールは完了です。

： では で補聴器を検索できるが、

では補聴器と接続できません。

側の を動かすソフトに問題が生じている可能

性があります。下記手順で ソフトを更新してください。

※インターネット接続環境が必要です。

インストール画面

フィッティングソフトを終了し、 をパソコンから外します。

下記リンクをクリックするか、インターネットブラウザに をコピーします。

「 更新プログラム」をクリックし、更新用の ソフトをダウンロードします。

ダウンロードしたファイルをデスクトップ上で解凍し、作成されたフォルダ「 」を開きます。

お使いの の 数にあった「 置き換え 」を右クリックし、「管理者として実行 」をクリックします。

の 数はスタートボタン を右クリックし、「システム」を開き、「システムの種類」の項目で確認できます。

「ユーザーアカウント制御」画面で「はい」をクリックします。黒い画面が一瞬表示されたらドライバーソフトの更

新は完了です。開いているフォルダを閉じ、 をパソコンに取り付けます。

上で補聴器が検索できるか確認します。補聴器が検索できれば更新は完了です。

https://jp.widex.pro/ja-jp/downloads/softacc#Anchor_Soft


まだまだコロナ禍ですが・・・
編集後記

ヒュッゲ– 通信

に関するお問い合わせは・・・

フリーコール：

「 –ヒュッゲ–」とは？
タイトルの「 ヒュッゲ–」は、デンマーク語で「居心地のよさ」や「快

適」を意味する言葉です。 ヒュッゲ–通信を通して、販売店の皆

様と素晴らしい関係を構築していきたいとの願いを込めて、タイトルにしま

した。
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年初頭より猛威をふるっております新型コロナウイルス（ ）の感染拡大により影響を受けられた

皆様に心よりお見舞い申し上げます。まだまだ終息する気配もなく、予断を許さない状況が続いておりますが、皆

様やお客様に被害が広がらないことを願って止みません。

このようなコロナの影響下ではありますが、ワイデックスでは一丸となってコロナ前の通常通りの体制で皆様からのご

依頼をお待ちしております。お気軽にご相談ください。

なお、一部社員（筆者含む）のテレワークは今後も継続してゆく予定です。

少しでも明るいニュースを皆様へと、 月に新電気式乾燥器 、 月に と発売いたしま

した。今後もお役に立つ明るいニュースをご提供できればと考えております。

また、 月に発売を開始した ですが、大変多くのお店様よりお引き合

いをいただき御礼申し上げます。しかしながら、弊社の想定を上回るご注文をいた

だき、供給が追いつかず、せっかくご注文をいただいてもご納品までにお時間がかかっ

てしまいましたこと、お詫び申し上げます。

現在は解消しておりますので、ご安心ください。


