ご購入にあたっての注意事項
◯本製品は軽度・中等度難聴の方向けの聴力を補う機器です。高度・重度
難聴の方の聴こえには適応できません。また、聴こえには個人差があり
ます。軽度・中等度難聴の方であっても適応できない場合があります。
◯補聴機能の効果を発揮するため、使用開始前に適切な調整が必要です。
しかしお客さまの聴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。 ◯難聴の度合いが心配な方は、耳鼻咽喉科の受診をおす
すめします。 ◯本製品を初めてご利用いただく際の設定とリモート
フィットサービスにはスマートフォンが必要です。フィッティング後、
日常の使用では本製品単独で使用することも可能です。

次に該当する方はご使用できない場合があります。
医師に相談してください。

サービス内容とご利用タイミング
リモートフィットサービス

購入後90日間 ＊の
フィッティングが何度でも無料
す べて の お 客さまに
初 回 フィッティン グ

フィット
フィット

聴 力 や 利 用 環 境 の変化があった 方
には何回でもフィッティング

ご満足頂けない方には
細かくフィッティング

購入

オプションサービス（有料）
・ケアプラン
・リモートフィットサービス
（追加）

・ビデオカウンセリング
・チューニングリクエスト
難聴度の変化
利用環境の変化（転居・転職など）

＊ 2022年7月28日以前に製品をご購入された方は60日間となります。

アプリを操作して聴力チェックを行い、チェック結果に
合わせてフィッターが設定データを作成するサービス
です。

シーン選択

「オンライン会議」や「リビング」といった、使用環境（シー
ン）別の設定データを10シーンまで作成可能。本体には
4つまで登録でき、シーンに応じた切り替えが可能です。

ビデオカウンセリング

チューニングリクエスト

フィッターとのビデオコールを通じてカウンセリング
や聴力チェックを行い、よりお客さまに合った設定デー
タを作成するサービスです。
※ 予約制ですのでアプリからご予約ください。

設定データを細かく調整するサービスです。しばらくご
使用いただいたあと、現状の設定データに対して調整し
てほしい内容をアプリでリクエストできます。

購入後のサポート（オプション）

ケアプラン

5
5
1

年 延長保証＊

リモートフィットサービス
（追加）

60

日

年 盗難・紛失補償
リモートフィットサービス
年 （追加）

MH-LS01

希望小売価格 33,000円（税込）
＊ 自己負担金が必要です。オプションサービスの詳細は、
メディカルリスニングプラグ公式サイトをご覧ください。

一般的名称
販売名
形名
製造販売業者
医療機器認証番号
適応難聴度
サイズ（長さ×幅×高さ）
質量／カラー
リスニングモード（補聴器機能）*1
チャンネル数/シーンメモリ数
最大音響利得

ハウリング抑止/ノイズリダクション/衝撃音抑止
ストリーミングモード（オーディオ機能）
ハンズフリー通話
対応スマートフォンOS
Bluetooth®対応バージョン／プロファイル*2
電池
種類／容量
使用時間*3
充電完了時間
防水等級／防塵等級
充電ケース
サイズ（幅×奥行×高さ）
質量／カラー
充電端子／入力電圧
電池
種類／容量
充電完了時間

MH-LS02

希望小売価格 11,000円（税込）
※ イラストはイメージです。

カタログ

リチウムイオン充電池／3.7V 70ｍAh
リスニングモード時：約20時間（充電ケース併用時：約55時間）
ストリーミングモード時：約6時間（充電ケース併用時：約16時間）
約2時間40分
（IP6X*5)
Class４
（IPX4*4)／Class6
66mm×26mm×38mm
42g／シルバー, ナチュラルピンク
USB Type-C®／5V , USB Type-A／5V
リチウムイオン充電池／3.7V 380ｍAh
約2時間40分（SH-AC04使用時）
◯「メディカルリスニングプラグ／Medical Listening Plug」
「ココロス
トア／COCORO STORE」
「ココロリスニング／COCORO LISTENING」
は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。 ◯iOSは、Apple Inc.
のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国
およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基
づき使用されています。 ◯Androidは、Google LLC の商標です。 ◯
Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標
であり、シャープ株式会社は、これらのマークをライセンスにもとづいて
使用しています。 ◯USB Type-C® はUSB Implementers Forumの登
録商標です。 ◯QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
◯KnowlesはKnowles Electronics, LLCの商標です。 ◯そのほかの記
載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

MH-L1-B
ブラック

COCORO LISTENINGサービスセンター
問い合わせフォームからお問い合わせください

https://cocorostore.jp.sharp/form/mlp-inquiry/

まずは
ここを
チェック！

受付時間 平日および土曜日 10:00～17:00
（日曜日、
祝日および年末年始を除く）

製造販売業者 株式会社ニューロシューティカルズ
本社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-10
このカタログの内容は2022年8月現在のものです。

シャープ株式会社
本社

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
MHL1BK2

2022-8

MH-L1-B/MH-L1-P
希望小売価格 99,800円（非課税）

8ch/4
最大値（ピーク値）
：48dB
HFA-FOG：37dB
最大OSPL90：115dB SPL
HFA-OSPL90：110dB SPL
○/○/○
完全ワイヤレス方式（TWS）
電話の着信と通話に対応
Android™ 8.0以上 または iOS 13以上
Bluetooth® 5.0／HFP,A2DP,AVRCP

＊1 数値はJIS C 5512:2015により測定
（2cm3カプラーを使用）。
＊2 すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものでは
ありません。Bluetoothプロファイルとは、
Bluetooth製品の特性
ごとに機能を標準化したものです。
＊3 使用環境により変化します。
＊4 IPX4とは、30〜50cmの距離から10リットル／分の水を5分間以
上注水してもメディカルリスニングプラグ本体に有害な影響がな
いことを意味します。
＊5 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃
（じんあい）
が入った装置にメディカルリスニングプラグ本体を8時間入れて
かくはんさせ、取り出したときに補聴器の内部に塵埃が侵入しな
い機能を有することを意味します。

お問い
合わせは
こちら！

軽度〜中等度難聴向け

あなたの 聴く に寄り添うシャープの補聴器

耳あな型補聴器
メディカルリスニングプラグ
MH-L1-B/MH-L1-P
株式会社ニューロシューティカルズ
303AFBZX00058000
軽度〜中等度難聴
25.0mm×13.6mm×24.1mm
5.8ｇ/個／ブラック, ナチュラルピンク

90dB入力最大出力音圧レベル

アシスタント
（チャット）
／ 聴こえのトレーニング ／ ご相談・お問い合わせはいつでもご利用頂けます。（無料）

パーソナライズ

 最近3か月以内に耳漏があった
耳の手術を受けたことがある
最近2か月以内に聴力が低下した
最近1か月以内に急に耳鳴りが大きくなった
外耳道に痛み、またはかゆみがある  耳あかが多くたまっている
聴力測定の結果、平均聴力の左右差が25dB以上ある
聴力測定の結果、500、1000、2000Hzの聴力に20dB以上の気骨
導差がある

スペック表

に

パーソナライズ
・聴力チェック
・シーン選択








メディカルリスニングプラグ
耳あな型補聴器

MH-L1-P
ナチュラルピンク

メディカルリスニングプラグ
公式サイト
https://jp.sharp/mlp/

補聴器選びのお役立ち情報満載！

“聴く力”を支える道具を、
時計やメガネのようにあたりまえに

聴こえづらさは人それぞれ。
高い音が聴こえにくい人の特徴

高い音が聴こえにくい、低い音が聴
こえにくいなど、人によって聴こえ
だ音を大きくするのではなく、聴こ
えにくい音だけを補完することで

聴こえにくいポイント

初めて聴こえやすくなります。

使う人に合った音だ

聴こえにくいポイント

購入時の代金
＊2

音の高さ

機器の代金

プロ*のフィッター監修の
補聴器フィッティングシステム。
補聴器本体、スマホア

グシステムで最適な

確に把握し、メディカル

調整を提供します。

入ってくる音を3種類に分類

 大きい音：クラクションなどの騒音

使用環境に合わせてシーン設定の切り替えができます。
オンライン会議

 オンライン会議

 バス・電車

 デスクワーク

 リビング

 打ち合わせ（少人数）

 レストラン

 会議（大人数）

 屋外スポーツ

 騒がしいところ

 コンサート

始 め や す い・使 い や す い
リモ ートサ ービスを可 能に

入ってくる音に応じてどう出力するか（音を出すか）を細かく調整することで、

お客さまの聴力に合わせた標準の設定以外にさまざまな

 普通の音：人の声や会話など

01

ストリーミング

02

 低音から高音を8つの音階に分けどの音を大きくどの音を小さくするか細かく調整。

03

 各音階の�継ぎ目�を最小化することでなめらかで聴き取りやすくなります。
コンサート

音楽再生や通話もできる

 小さい音：生活音や環境音など

出力する音（聴こえる音）を8種類に分類

また、高級イヤホンにも搭載されている、
ノウルズ・エレクトロニクス製 バランスド・アーマチュアドライバーを採用。
人の声である中域の音をクリアに再現します。

お客さまご自身

購入した店舗*7

自宅などで
リモート

−

高い

高い

低い

＊4 販売店や機種の性能によって異なります。
＊5 JapanTrak 2018調査報告（一般社団法人 日本補聴器工業会調べ）
の補聴器片耳（1台）の平均購入価格15万円より両耳（2台）価格を算
出。
＊6 当社市場価格調べ。両耳（2台）価格を算出。
＊7 機種によっては、販売店がリモートで調整できるものもあります。

「聴力チェックや聴力に合わせた聴こえ具合の調整から
アフターサービスまで」オンラインで対応します。

＊「認定補聴器技能者」や「言語聴覚
士」の資格を持ったフィッター（調整者）や専門のフィッティング
スタッフを指します。

周囲の音は抑えて、会話音は大きくなめらかに聴き取りやすくなります。

認定補聴器
技能者

メディカルリスニングプラグの場合

人の声が聴き取りやすい設計。

さまざまな使用環境に合わせて
10種類のシーンを選べます

認定補聴器
技能者

機器の
調整レベル

自宅にいながらフィッティング

忙しい 人でも、

＊ 初めてご利用いただく際の設定とリモートフィットサービスにはスマートフォンが必要です。

×

ハンズフリー

電池持ち

店舗

オンライン

EC
サイト

COCORO LISTENING
サービスで、
自宅にいながら
遠隔サポート

一般的な補聴器の場合＊

店舗

店舗

店舗

店舗

フィッティングのために何度も店舗へ行く必要がありません。
多彩な機能で使いやすいです。

＜リモコン＞

電池内蔵の充電ケースで収納と同時に
充電が可能
最大約55時間*使えます。
＊ リスニングモードで充電ケース併用時。
ストリーミングモードでは充電ケース併用時
約16時間。

店舗

＊ 販売店や機種によって
異なる場合があります。

スマホの音楽や動画の音声が楽しめる
ストリーミングモード

電話やオンライン会議で使える
ハンズフリー通話

アフターサービス

あなたの耳の状態を正

○

日常状態確認

上げたフィッティン

（税込）

機器の調整

存在が重要です。

両耳2〜6万円*6

（品質・安全性・ （オーディオ機器）
有効性）

聴力チェック

のフィッターと創り

機器の
調整場所

○

（品質・安全性・
有効性）

購入

持つフィッターの

＊1 聴力に合わせた聴こえ具合の調整（フィッティング）。
＊2 購入後90日間の無料サービス付(2022年7月28日以前に製品をご
購入された方は60日間)。
＊3 期限なし。

機器の
調整者

（非課税）

両耳99,800円

（希望小売価格／
非課税）

アフターサービス

整ツールすべてプロ

メディカル
リスニングプラグ
（両耳）

医療機器
認証

両耳30万円*5

日常状態確認

るには専門の資格を

適な状態に調整します。

＊3

購入価格の
目安*4

機器の調整

プリ、フィッターの調

一 般 的な補 聴 器
（両耳）

のみでボリューム調整もシーン設定も簡単！

便利

調整 や相談 などの
技術料

機器の代金

けを見極め最適化す

リスニングプラグを最

するだけですぐに補聴器としてお使いいただけます。本体

（期限なし）

オプション/有料
・5年間の延長保証
・5年間の盗難・紛失補償
・1年間のリモート
フィットサービス

聴力チェック

充電器から取り出し、
本体のメタルパーツを3秒タッチ

＜ケアプラン＞

調整 や相談などの
技術料

メディカル
一般的な集音器
リスニングプラグ

一般的な補聴器

購入

簡単

購入時の代金

※ 図はイメージです。

「聴こえ」を最適化する
メディカルリスニングプラグ。

必要なときにサッと取り出し
お洒落に装着

価格

＊1

音の高さ

これがメディカルリスニングプ
ラグ（補聴器）の役目です。

低い音が聴こえにくい人の特徴
音の大きさ

音の大きさ

方は違います。そのため補聴器はた

リモートでのサポートに加え、調整期間延長や保証サービス
をオプション（有料）とすることで、初期費用を抑えました。

医療機器の性能を備えながらリーズナブル

• 音量や高音/低音の調整
• シーンの切り替え
• Bluetooth®設定 など

＜サービス＞

• リモートフィットサービスの操作
• 聴こえのトレーニング
• アシスタント（チャット）で相談
• ビデオカウンセリング など

※ 仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更になる場合があります。商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますので、
ご了承ください。

