
補聴器選びは
ニイガタエイドに
お任せください！

http://www.niigata-aid.co.jp0120-74-4133
 

補 聴 器 専 門 店
愛されて 3 0 年

ニイガタ 株式会社

新潟市秋葉区新津本町2丁目3番11号
■営業時間／平日 9：00～17：30
              　土曜 9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.0250-21-3341

新潟市南区白根3069
■営業時間／平日 9：00～17：30
              　土曜 9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.025-371-1333
長岡市東坂之上町2丁目2番地6
■営業時間／平日9：00～17：30
            　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.0258-34-6007

佐渡市窪田992
■営業時間／平日9：00～17：00
              　土曜9：00～15：00 
■定 休 日／木曜・日曜・祝日

Ｔel.0259-52-4715

新潟市中央区弁天2丁目3番11号
フジパークハイツ1Ｆ
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.025-244-8803

ニイガタエイド 検索

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店
　自立支援法補聴器取扱店

Vol.

創刊号
1

下越・中越地域
 79.0MHz

上越地域
83.2MHz

魚沼地域
87.9MHz

毎月第1木曜日 午後2：37～午後2：52
ニイガタエイド MONTHLY耳’s

（マンスリーイヤーズ）

にいがた県民エフエム 好評放送
中！

新津店

佐渡店

発行：ニイガタエイド株式会社   発行日：2011/6

新潟本店

髙野

中村
鈴木

井上

一人一人に
合った、補聴器選びを
お手伝いさせて
いただきます。

ご来店が
難しい方は、

自宅訪問いたします！

石田

渡邉

小林

前田

山崎

堀

五十嵐

藍原
お客様とのおしゃべりが
楽しみのひとつです。

お茶を飲みに
来てください！！

世界の補聴器
ブランドの最新器種を
扱っています。

無料で補聴器の
試聴貸し出しを
行っています。

新 津 店

白 根 店長 岡 店

佐 渡 店

新潟本店

佐藤社長

渡邊         

スタッフ全員明るく元気いっぱい！経験豊かなスタッフ
に全てお任せください。万代シテイに隣接し、新潟駅
にも近く立ち寄り易いお店です。

新津商店街の憩いの場。男前（？）二人
がおいしいお茶をご用意してご来店を
お待ちしています。

となりに専用駐車場が
できました。お買い物
のついでに、お気軽に
お寄りください。

広く落ち着いた雰囲気の当店でゆっくり
ご相談ください。店舗のそばには広い駐
車場もございますので是非ご家族様で
ご来店ください。

初めての方でも安心して
補聴器選びが出来ます。購
入後は長くお付き合いので
きるアットホームなお店で
す。是非ご来店ください。

「新潟伊勢丹」様より新潟駅方面に向かって徒歩2分。

「北條医院」様向かい。長岡駅より徒歩5分。大手通り「鍋忠」様を右に曲がってすぐ。

まちの駅「ぽっぽ」様隣り。

至誠堂病院様より徒歩1分。

私たちがお手伝いいたします。スタッフ紹 介

各店スタッフ紹介
おすすめ最新補聴器ご紹介

自分でできる気になる聴こえチェックシート

Q&Aコーナー
わたしのおすすめ器種ベスト3

 

白根店 本店事務
髙野

永井

発行：ニイガタエイド株式会社   発行日：2011/6

6月6日は「補聴器の日」

新津店 前田店長のおすすめ器種 ベスト3新津店 前田店長のおすすめ器種 ベスト3
アクト　カナル1位
片耳 ￥240,000 両耳 ￥480,000
高音質な聞こえと、より快適な装用を実現。

M2-X2位
片耳 ￥188,000 両耳 ￥288,000
暮らしの中で「聞こえる感動」をお届け。

アジャイルプロ  カナル3位
片耳 ￥488,000 両耳 ￥976,000
さまざまな環境で、より鮮明な聞き取りを実現。

トゥルー9-78DW1位
片耳 ￥238,000 両耳 ￥476,000
1台の補聴器で軽度から高度まで対応。

イノプロ RITE2位
片耳 ￥160,000 両耳 ￥320,000
高機能な標準モデル、細やかで豊かな音質を実現。

M4-93位
片耳 ￥398,000 両耳 ￥718,000
高度な処理によりやわらかで快適な音をお届け。

耳穴式

耳あな型 耳かけ型耳あな型 耳かけ型

認定補聴器専門店

認定補聴器専門店

認定補聴器専門店

認定補聴器専門店

「補聴器の日」
マスコットキャラクター

ロロくん

長岡店

片桐

使用していただいた皆様に、
満足と納得が出来るよう
全社員で努力いたします。五十嵐

福王寺      

直接お会いする機会は
少ないですが、裏方として
皆様のお役にたてるよう
がんばっています。



ニイガタエイドがおすすめする世界の最新補聴器！！

Q
A

クリーニングについて
教えて！
補聴器の音が弱くなる原因の
１つは湿気です。当店では、専用
の真空乾燥機械を備えており、
補聴器内の湿気を除去します。
この梅雨の時期、または汗をか
く夏に向けて、こまめなクリー
ニングが故障を減らし、補聴器
を長持ちさせる秘訣といえま
す。1ヶ月に１度はクリーニング
をお薦めいたします。

＊ご本人でなくてもお持ちいた
　だければクリーニング・点検
　いたします。

Q
A

両耳装用のメリットを
教えて！
補聴器を片耳に使用の場合、
例え高品質で最適な補聴器を
使用したとしても、効果は限定
的です。両耳に装用する方が、
より明瞭に良い聞こえが得ら
れ、両耳からバランスよく音を
脳に伝えることにより、音の方
向性や聴力の衰え防止にも役
立つことが期待できます。
（装用者のきこえの状況によっ
ては、その効果が異なる場合
がございます。）

Q
A
「延長保証」について
教えて！
一般社団法人日本補聴器販売
店協会加盟店だからできる安
心制度です。1年と2年のタイ
プがあり、メーカー保証２年の
補聴器が対象となります。加入
期間は、購入後1年以内です。
加入後の修理代が１回につき
￥3,000で済む保険です。
これなら急な高額修理費用も
心配不要。加盟店ならではの嬉
しい制度をご活用下さい。専用
パンフレットもご用意してます。
詳しくは店頭にてご相談下さい。

□ 電池や乾燥剤がなくなりそ
うだ

□ 3ヶ月以上クリーニングに
来店していない

□ ピーピー（ハウリング）する
時がある

□ 最近きこえづらいと感じる
□ 新商品を試してみたい

□ 電池交換にまだ不安
□ 生活音が気になる
□ まだうまく装用できない
□ 自宅でのクリーニングが
不安

□ 使いこなせているか確
認してほしい

□ 小さな声がききづらい
□ 聞き返しが多い
□ テレビの音が大きい
□ 家族との会話が不便
□ もう一度試してみたい

気になる聴こえ

合計 点 合計 点 合計 点

ホヤホヤ
さん

ベテラン
さん

チャレンジ
さん

あなたは
何点？

1年未満の 3年以上の 過去に相談の 総合判定

3～5点の方は…

2点以下の方は…

できるだけ早めの来店を
お薦めします！
スタッフにすぐ対応して
もらいましょう。

少しでも気になる点があ
りましたら来店の際お声
を掛けてください。
スタッフが優しく丁寧に
お応えいたします。

チェックシート気になる聴こえ自分でできる 補聴器に関する疑問・質問にお答えいたします！Q	&	AQ	&	AQ	&	A

「耳、本来の特長」を活かす、まったく新しい補聴器
優れた、風切り音と雑音の抑制機能

輸入総代理店製造元

テレビの音声を補聴器に無線通信！

全国TVCM放映中 ＊一部地域を除く

TOUCH - True
マイク分離型オーダーメイド補聴器　　ベルトーン　タッチ・トゥルー

汗に強い！

オーダーメイドも耳かけも
内部の部品までナノコート

True
耳かけも
大好評！ 無線通信

汗や湿気により強い
防水補聴器を使いたい方はこちら！

シーメンス補聴器
防水・防塵型補聴器「AQUARIS」

アクアリス

汗や湿気、ホコリにもより強い補聴器、シーメンス
アクアリスが誕生しました。高温多湿で厳しい夏の
日本で、さまざまなフィールドテストを実施し、
防水・防塵の国際保護等級IP57に合格。さらにシー
メンスの最新技術ベストサウンドテクノロジーを
搭載し、より自然な心地よい聞こえ。突然の雨や
お風呂・プールで水にぬれても、仕事やスポーツで
汗をかいても、あなたの聞こえをサポートします。

防水性能が魅力
★★★

ワイデックスは、福祉の先進国として知られる北欧デンマークに本拠を置く
世界的な補聴器メーカーです。これまでも「ディーバ」、「インテオ」など
優れた製品を世に送りだしてきました。先端技術を駆使
したその製品は90カ国以上の国々で愛用されています。

「ことば」の聞き取りやすさで選ぶなら。
ワイデックス［クリア440］
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M2-X2位
片耳 ￥188,000 両耳 ￥288,000
暮らしの中で「聞こえる感動」をお届け。

アジャイルプロ  カナル3位
片耳 ￥488,000 両耳 ￥976,000
さまざまな環境で、より鮮明な聞き取りを実現。

トゥルー9-78DW1位
片耳 ￥238,000 両耳 ￥476,000
1台の補聴器で軽度から高度まで対応。

イノプロ RITE2位
片耳 ￥160,000 両耳 ￥320,000
高機能な標準モデル、細やかで豊かな音質を実現。

M4-93位
片耳 ￥398,000 両耳 ￥718,000
高度な処理によりやわらかで快適な音をお届け。
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「補聴器の日」
マスコットキャラクター

ロロくん

長岡店

片桐

使用していただいた皆様に、
満足と納得が出来るよう
全社員で努力いたします。五十嵐

福王寺      

直接お会いする機会は
少ないですが、裏方として
皆様のお役にたてるよう
がんばっています。




