補聴器

佐 藤 誠 社 長 クッキ ン グ コ ー ナ ー
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1980年代の耳かけ型補聴器

1980年代後半 プログラマブル補聴器登場

クロ ス ワ ード パ ズ ル

ワイデックス社のプログラマブル補聴器「クワトロ(写真右)」
が登場した時は、
びっくり
しました。4種類の使用環境に合わせた設定（静かな場所用/騒がしい場所用
など）
や、手元での音量調整ができ、音質もやわらかく、
お客様に喜ばれました。又、
補聴器本体も小さくて良かったですね。
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「目立たない補聴器」
ということで、注目されました。CIC補聴器の出現によって、耳型
を取るのに随分講習会を受けました。懐かしいです。1998年には、国内の耳あな
型補聴器の出荷台数が、耳かけ型補聴器を上回りました
（補聴器工業会調べ）。
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CIC補聴器

※CIC：Completely In the Canal

1990年代半ば フルデジタル補聴器登場

夏に食べたく
なるのは．
．
．
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みみより通信

Vol.3
30周年記念号

（昭和61年）

1982

年）

（昭和57

読者プレゼント 抽選で下記商品のいずれかをプレゼントします。

Ａ．
エイド「オリジナル
Ｃ．
シーメンス
Ｂ．
ワイデックス
バスタオル」…3名様 「マグカップ」…10名様 ｢ボールペン｣…10名様

【プレゼント応募方法】
【アンケート】
官製はがきに ①クロスワードの答え ②ご希望のプレゼ 1．
今号で面白かったものをお選びください。
（複数可）
ント番号 ③氏名 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号
ⓐ特集「RIC」
タイプってなあに？ ⓑエイドマン ⓒQ&A ⓓ私の趣味
⑥アンケートの答えを明記してお送りください。
ⓔスタッフコラム ⓕみみより情報 ⓖMACOʼSキッチン
5
4
【応募〆切】平成24年6月30日必着
ⓗクロスワードパズル ⓘエイド30年の歩み ⓙ補聴器30年の歩み
【応 募 先】〒950-0901
2．
今後取り上げてほしいテーマなど、
「みみより通信」に対するご意見・
新潟市中央区弁天2丁目3番11号
ご要望などありましたらお聞かせください。
ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛 ※当選者の発表は、
プレゼント商品の発送をもってかえさせていただきます。
【前回の答え】
「サンタ」
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新潟市万代

1999

1 丁目に本
店を移転

）

（平成11年

現住所に本店を移転

2004

年）

（平成16

多くの機能が搭載されたデジタル補聴器

2007

（平成19年）

店
長岡店を出

小型耳かけ型補聴器

出店
新津店を

ワイヤレスシステム

外から見えない耳あな型補聴器

今後とも
ニイガタエイドを
宜しくお願い
致します。

代表取締役社長

佐藤 誠

ニイガタエイド株式会社

着け心地がよく、言葉も聞き取りやすく、
あらゆる環境で効果が上がるような・・・より
よい補聴器が開発される事を願っています。
価格については、
需要が増える事によって
下がってくるのではないかと思います。
いずれにしましても、
どんなによい補聴器が開
発されても、我々販売する者の技術や知識が向上しなければ、使用している皆様に
満足を与える事ができないと思っています。全社員で頑張って、皆様に納得出来る
補聴器を提供していきたいと思います。
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クイズの答え

小型耳かけ型補聴器、
ワイヤレスシステム、
さらに小さな耳あな型補聴器登場

今後、補聴器はどのように進化していくのでしょうか？
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5

方

【タテのかぎ】
【ヨコのかぎ】
１．
「MACO Sキッチン」今回は○○のムニエル。
１．
1980年代前半は○○○○補聴器の時代。
２．
「補聴器の日」のマスコットキャラクターは○○くん。
４．
「エイドマン」内の男性上着は横じま、
ボーダー。
３．
佐渡店の開店祝いで頂いて特に印象的たっだものは？
では、縦じまは？ ○○ライプ。
４．
「スタッフコラム」で紹介されているのは、
６．
「私の趣味」で紹介しているお客様の趣味は、
推定樹齢200〜400年の天然○○。
○○○。
５．
2000年代、小型耳かけ型補聴器の登場により、聴力レベル
７．
年齢を重ねるごとに増えるもの。眉間の○○、
が軽い方にも○○○○なく使って頂く事が出来るようになった。
笑い○○など。
６．
2000年代、
ワイヤレス○○○○登場。
８．
ニイガタエイド創業の場所。新潟市西区○○○。
９．
ハウリングについて。○○の入口と出口が近いほどハウリング 10．
特集「RICタイプってなあに？」で紹介されている
が起きやすい。
ユニトロン社の補聴器。
「ク○○○○」。
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※

ここ10年あたりで、小型耳かけ型補聴器が次々と発売され、聴力レベルが軽い方
にも違和感無く使って頂く事ができるようになってきました。
この流れよって、2009年
には、耳かけ型補聴器の国内出荷台数が、耳あな型補聴器を再び上回りました
（補
聴器工業会調べ）。
また、補聴器を通してテレビや電話の音を聞くための
「ワイヤレス
システム」
も、各メーカーから次々と登場しました。
「ワイヤレスシステム」
を使う事によっ
て、使用環境も広がってきたように思います。
そして今年2012年には、
さらに小さな
「外から見えない耳あな型補聴器」
が登場しました。

◎ヒントは本号中にあります。

3

ワイデックス
「クワトロ」

1980〜1990年代 小型の耳あな型補聴器（CIC）登場

2000〜2010年代

2

1

り

鯵と言うと、塩焼きやお刺身などが一般的かもしれませ
んが、今回は「鯵のムニエル」
をご紹介します。鯵は何
時でも手に入りますし、ムニエルにして、付け合わせの
野菜などを一緒に盛り付けると、食卓も明るくなります。

焼き、焼き上がる１分前にバターひとかけ
らを入れ香りをつける。
①ぜいご、内臓を取り除いて、冷水で洗い、 ⑦フライパンに残った油に、③で鯵を浸して
おいた牛乳と、酒小さじ1、醤油小さじ１を
クッキングペーパーなどで水気を拭く。
加え、
ソースを作る。沸騰させてから、塩・
②両面に包丁目をいれて、塩・コショウを両
こしょうで味を調える。
面に軽く振って５分ほど置く。
③バットの中に鯵をおき、牛乳カップ半分を ⑧ソースをかけ、輪切りにしたレモンをトッピ
ングしたら出来上がり。
かけ、20分ほど浸す(２度ほど返す)。
④パッドから取り出した鯵に小麦粉をふり、
＜ＰＯＩＮＴ＞
余分な粉を叩き落す。
⑤よく熱したフライパンにサラダ油大さじ2を ●鮮度の良い中型の鯵を選ぶ。
入れ、盛り付けた時に表になる面を下にし ●鯵の臭みを取るために牛乳に浸す。
て、強火で２分ほど焼く。
●小麦粉はつけすぎない。
⑥ひっくり返して蓋をし、弱火で１０分ほど ●バターの風味を残すため、バターは最後に。

【材料】
（ 4人前）
鯵・
・
・４匹
塩・こしょう・
・
・適量
牛乳・
・
・カップ1/2
小麦粉・
・
・適量
サラダ油・
・
・大さじ2
バター・
・
・ひとかけ
レモン(輪切り)・
・
・4切れ

1980年代前半 アナログ補聴器の時代

デジタルになってできる事が多くなり、騒音制御やハウリング抑制など、様々な機能
が開発されました。
「補聴器はうるさい」
というイメージも変わり始めた時期だと思いま
す。
フィッティング方法もデジタル化され、
パソコンを用いるようになりました。
パソコンで
補聴器を調整する事は、
今では当たり前のようですが、
当時は慣れるまで大変でした。

ル」
エ
ニ
ム
「鯵の
あじ

この3 0 年で、補 聴 器も大きな進化を遂げてきました。

この頃は、
ほとんどが耳かけ型補聴器でした。大きさは今の物とそんなに変わりませ
んが、音質はまったく違いましたね。
当時の補聴器は、雑音などもよく拾うため、
「補聴
器はうるさい」
というイメージを持つ方が多かったと思います。

シャレに
ちょっとオ

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店

ニイガタ

自立支援法補聴器取扱店

株式会社

認定補聴器専門店

新潟本店

長岡店

0120-74-4133
新津店

白根店

http://www.niigata-aid.co.jp
ニイガタエイド

検索

佐渡店

Ｔel.025-244-8803 Ｔel.0258-34-6007 Ｔel.0250-21-3341 Ｔel.025-371-1333 Ｔel.0259-52-4715
Fax.025-244-8804

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

Fax.0258-31-3423

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

Fax.0250-21-3345

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

Fax.025-371-1335

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

Fax.0259-52-5857

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
平成24年5月発行

白根店を出店

特集 ニイガタエイド30年の歩み
補聴器30年の歩み
「RICタイプ」ってなあに？
お客様紹介コーナー「私の趣味」
補聴器Q&A、
みみより情報、
スタッフコラム
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO Sキッチン」
クロスワードパズル

愛されて30年

ニイガタ

株式会社

特集 いま人気の耳かけ型補聴器

ニ イ ガ タ エ イド
The 30th Anniversary
今 年 5月で、弊 社は３０周 年を迎えました。
創 業 時から現 在に至るまでの３０年 間を振り返ってみました。
代表取締役社長 佐 藤 誠
1982年 1人でのスタート

創業4年後、1986年佐渡店オープン

1987年 万代に進出、
市内に店舗を構えるという念願の夢が実現

1999〜2007年
長岡店・新津店・白根店オープン

長岡店については、初めはメガネ店の一角をお借りして、長岡
営業所として1988年にスタートしました。営業活動を続ける
中、定期訪問するルートが増え、お客様の数も増え、営業所と
いう形では対応しきれなくなったため、
その11年後の1999年
に、長岡店として店舗を構えました。その後、2004年に新津
店、2007年に白根店を出店しました。この2店舗に関しては、
その地域の医院を定期訪問している関係もあり、周辺にお住ま
いのお客様が多くなってきたため、各地に出店する事を決めま
した。それまで、本店へ
いらっしゃっていたお客
様方から、
「お店が近く
なって便利」というお言
葉を頂くたびに、
出店して
良かったと感じています。
24時間TVにも参加

RIC タイプ

①

レシーバー
②

ハウリングのイメージ図

「RICタイプ」のメリット その2
耳あな型の良いところを再現！

レシーバーから鼓膜までの距離が縮まる
と、少ない増幅で十分な音量を届ける
事ができます。
また、音はフックやチュー
ブといった管を通ると、音の共鳴が起こ
り、
ある周波数が強くなったり、弱くなった
りといった音質の変化が生まれますが、
RICタイプは、そのような影響を受けず
に、補聴器の音をそのままの音質で届け
る事ができます。
これらの特長は、
もともと
耳あな型が持っていたメリットでしたが、
RICタイプはレシーバーを耳の中に配置
する事で、耳あな型が持つメリットを再現
しています。

「RICタイプ」のメリット その１
小さい！軽い！目立たない！

レシーバーが本体の外に出ているため、
本体サイズが小さく、着け心地が軽い事
が特長的です。
また、耳に掛かる部分が
細いワイヤーなので、耳に掛かっていて
も目立ちません。着け心地の軽さや目立
たなさを重視する方にはぴったりのタイプ
です。

最後に…

30年を迎える事が出来たのも、私共から補聴器をお求め頂い
たお客様方、耳鼻科の先生方、
メーカー各社、お取引頂いて
いる皆様方、
そしてスタッフ全員のお陰と思っています。感謝を込
め、今後とも皆様に喜んで頂けるお店づくりを行っていきたいと
思います。

補聴器の日 特別講演会のご案内
「補聴器を、正しく知ってもらうために。」
新潟市中央区鐘木185-18

※入場無料・事前予約不要・先着150名様
※当日は、要約筆記・手話通訳者を配置します。

どなたでも
お気軽に
ご参加頂けます！

《当日の講演会予定》
午前11時〜12時

「補聴器を、正しく知ってもらうために。」
講師/新潟県補聴器キーパーソン
（本町ふるまち耳鼻科院長）佐 藤
午後2時〜3時

斎 先生

講師/特定非営利活動法人
日本補聴器技能者協会副理事長

福 澤 理 先生

「補聴器有効活用のコツ」

このように、RICタイプは、耳あな型と耳
かけ型のメリットを融合した補聴器と言え
ます。各社ともに幅広いラインナップを取
り揃えています。店頭でお試しいただけま
すので、
お気軽にスタッフまでお声掛けく
ださい。

ワイデックス社「スーパー」
198,000円/448,000円
適応聴力：中度〜重度
今年4月に発売された新製品
小さなサイズで高出力を実現

ユニトロン社「クオンタム
（moxi）
」
160,000〜398,000円
適応聴力：軽度〜高度
今年3月に発売された新製品
価格･適応範囲を広く設けたモデル

「補聴器の日」
マスコットキャラクター

ロロくん

主催：一般社団法人日本補聴器販売店協会新潟県部会（ニイガタエイド内）
お問い合わせ先：TEL025-244-8803 FAX025-244-8804

「こいっちゃ〜佐渡！

近藤さん直筆の「胡隠君を尋ぬ」

こんにちは。佐渡店の山崎直美です。

今回は、佐渡の自然豊かな歴史スポットを皆様にご紹介しま
す。
このみごとな｢天然杉｣は、推定樹齢200年〜400年。江
戸時代に、佐渡金山で精製に使う薪炭を確保するため、幕府
が山林の保管もしていたそうです。その杉が現在も残されてい
ました。今は遊歩道としていつでも気軽に楽しむ事が出来ます。
これから旅行やお出掛
けするには良い季節・
・。
補聴器をつけて小鳥の
さえずりや小川のせせら
ぎを聞きながらお友達と
森林浴を楽しんでみませ
んか。
きっとパワーをもら
4本の杉が根を同じくして伸びた四天王杉
えるはずです。

宝しています。また、詩を詠む時な
どは、自分の声が良すぎて響くこと
があるので(笑)、音量をうまく調整
して使っています。

「詩吟の思い出」

「詩吟は元気の源」

結婚式の仲人を頼まれる事が幾
度かあり、ある時、祝の詩「結婚祝
の詩」を披露したところ、好評だっ
たため、それを機に依頼されること
が増えてしまいました。気が付いた
ら、結婚式で詩を詠むのは、7回に
もなっていました(笑)。
一番の思い出は、平成21年に5人
合吟にて、県大会で優勝したことです。
今でもそのときに頂いたトロフィー
は、大事に床の間に飾ってあります。

大きな声で発声することは、健康に
もよいので、元気でいるうちは続けたい
と思っています。

!

普段の会話はもちろんですが、
詩吟教室や仲間内の会話の時に重
←
乾燥
ケース

えて!

教

今日は
畑仕事で
汗をかいたから
補聴器を
乾燥させよう。

❶

」

あります。また、詠む詩も様々で、
くん
こいん
私の十八番は「胡隠君を尋ぬ」
こうけい
（高啓1336-1374）という漢詩です
が、ほかに短歌や俳句などを詠む
こともあります。

「趣味の中の補聴器」

【Pick UP!】RICタイプ

スタッフ コラム

み み より情 報

開催日：6月10日
（日）午前10時〜午後4時
会 場：新潟テルサ3F（無料駐車場完備）

ご試聴はお気軽にどうぞ！

マイク･アンプは本体内部

急速に進化した補聴器、
我々スタッフの技術力が試される時代

振り返ってみると、流れるような30年でした。補聴器も大きく変
化してきました。私が初めて耳あな型補聴器を見た時は、
まだ箱
型と耳かけ型のみを取り扱っている頃で、いつかこの小さく目立
たない補聴器が主流になる時代が来るのでは…と思っていま
したが、
まさかオーダーメイドの耳あな型補聴器がこんなに早く
普及するとは思ってもみませんでした。現代の補聴器は多様化
し、我々の技術力がより試される状況になっています。今後の
ニイガタエイドの発展継続は、
スタッフ各自の技術力にかかって
いると感じています。
また、補聴器の販売は、店舗でしっかりとし
た対応ができる事がベストだと考えており、今後もその方針を変
えずに 進していきたいと思います。

ピーッ !!

❸

よっと…

乾燥ケースに
入れる時は
補聴器から電池を
取りだそう!
空気電池は乾燥
に弱く、電池
寿命が縮んで
しまうんだ。

QA
&

ちょっと
待った!

質問
←
乾燥
ケース

❷

ちょっと面倒だけど
大切な補聴器
だからきちんと
しよう。
ありがとう、
エイドマン。

❹

↑
今年30歳

空気電池には穴が開いているため、
乾燥すると電池内部の
電解液が蒸発してしまうんだ。取り外した電池は、
紛失しない
ように乾燥ケースの磁石シートの上に置こう。電池のプラス面
を下にすることで、
自己放電を軽減する事も出来るんだ。そして、汗をか
いた時だけでなく、補聴器は毎日乾燥ケースに入れる習慣をつけよう。
クイックエイド
ONボタンを押すだけで、
素早く乾燥・除菌・脱臭をしてくれる補聴器専
（クレイドル付）
用乾燥器「クイックエイド」
もおススメさ。是非試してみてくれ！
7,860円
（税込）
ちょっ
と面倒
大切な補聴器だ
きちんとし
ありがとう

佐渡出店の約1年後に、寺尾から万代へ移り、本店として新たに
スタートしました。寺尾にいた頃は、時間と人手に限りがあるため、
補聴器を購入して頂いたお客様に十分なアフターケアを行えな
い事が一番気がかりでしたが、万代に店舗を構え、
スタッフが増
え、
お客様に何時でも来て頂ける環境ができ、
やっと私が理想と
していた体制が整いました。お客さまも徐々に増え、毎日忙しく過

１Fへ移動した頃

現在、耳かけ型補聴器は大きく2つに分
類されます。従来からある「耳かけ型」と
「RICタイプ」です。補聴器は、主にマイ
ク
（音の入口）、
アンプ（音を増幅する部
分）、
レシーバー（音の出口）
という3つ
の部品から構成されていますが、
「耳か
け型」
（右図上）がその3つの部品全て
を補聴器本体内に配置しているのに対
し、
「RICタイプ」
（右図下）は、
レシーバ
ーを本体から分離し、耳の中に入るよう
に配置しています。つまり、
「RICタイプ」
は、
レシーバーから鼓膜までの距離が
「耳かけ型」に比べて、ずっと短くなって
います。

30年ほど前に、知人にすすめられ
て教室に通うようになりました。もと
もと周りから声が良いと言われるこ
とがあったのですが、そのせいか、
すんなり詩吟に馴染むことができま
した。現在は、月潟の教室で詩吟
の練習をしています。先生がご高
名な方なので、多方面から習いに
来る方がいらっしゃいます。
詩吟には、1人で吟ずる独吟、複
数人で順に吟ずる連吟、合唱のよ
うに声を合わせる合吟といった形が

に
ス乾燥ケー
入る時は
れ
補聴器 から
りだそう
電池を取
空気 電池は乾燥
に弱く、
電池寿命が縮んで
しまうんだ。

佐渡店開店当時は
介護用品も
多く取り扱っていました

マイク･アンプ･レシーバーは本体内部

「RICタイプ」の構造

万代移転時の店内

「詩吟と私」

乾燥
巻
スのケー

佐渡店開店時

※RIC：Reciever In the Canal
RITE：Reciever In The Ear

●エイド歴/15年 ●趣味/詩吟 ●趣味歴/33年

エイドマン

初めて店舗を構えたのは、新潟市内ではなく佐渡でした。当時
は週に一度、佐渡の病院や医院を訪問していました。朝一番の
便で向かい、帰りは夕方の便に間に合うようにと、時間が限ら
れていたので、先生が補聴器を必要とする患者さんを集めて
下さるわけですが、時間内に対応しきれず、迷惑をお掛けする
事が多々ありました。そんな状況が続いたため、佐渡への出店
を決めました。出店にまつわる思い出は多くありますが、中でも
特に印象に残っているのは、いつもお世話になっていた民宿か
ら、開店祝いに布団を頂いた事です。佐渡店内に寝泊まりでき
るスペースを設けた事を知り、以後民宿を利用しなくなるにも関
わらず、わざわざ布団を打ち直し、届けてくれたのです。その心
遣いには本当に感動しました。

ハウリングは、①補聴器から出た音が耳
栓の隙間などを通って耳の外に漏れ、②
その音がまた補聴器に入り、再び増幅さ
れ…という事が繰り返されて発生します
（下図参照）。つまり、音の入口と出口が
近いほどハウリングが起きやすくなりま
す。RICタイプは、耳あな型に比べて、音
の入口と出口が離れているため、ハウリ
ングが起きにくいという耳かけ型のメリッ
トが生かされています。

様

と
っちょ
待っ た

設立当時の看板

従来からある耳かけ型

耳かけ型補聴器も時代と共に進化して
きました。特に近年は、
「RICタイプ（また
はRITE）※」が主流になりつつありま
す。今回は、
この「RICタイプ」の構造や
優れている点についてご紹介します。

修

今回、ご紹介するのは、ニイガタエイド白根店のお客様で、詩吟を趣味と
されている近藤修様です。近藤さんは、なんと詩吟歴33年！詩吟、
またその思
い出についてお話し頂きました。

よっ
と …

創業時の社長、
お店の前でパチリ!

「RICタイプ」のメリット その3
耳あな型と比べてハウリングが
起きにくい！

仕事で
今
日は畑
たから
汗をかい
補聴器を乾燥
させよう

西区寺尾にある医療機器店内の一角をお借りしてのスタートでし
た。市内の補聴器販売店に6年在籍してからの独り立ちだった
ので、格好良く言えば、開業または独立と華々しい話ですが、多
くの不安を抱えての出発でした。最初の4〜5年は、私1人だった
ため、営業で外に出る時には、医療機器店のスタッフさんに電話
番をお願いする等、協力して頂きながらなんとかやっていました。
その頃は、外での営業が中心で、早くお客様に来て頂けるような
店舗を構えたい、
という一心で頑張りました。車は、親切な先生
から安く譲って頂いたものを使用し、
とにかくあちこち走り回ってい
ました。当時お世話になった方々とは、今でも公私共に変わらぬ
お付き合いをさせて頂いています。創業10年、20年、30年とそ
の時々の思い出が蘇ります。

ごした事を思い出します。その後、3Fから同じビルの１Fへ移動
し、1997年に現住所へ移転しました。

耳かけ型補聴器の新しい主流
「RICタイプ」

？
に
あ
な
て
っ
」
プ
イ
タ
C
I
「R

近 藤

お 客 様 紹 介コー ナ ー

答え

「認定補聴器専門店」
とは？
補聴器を扱う上で、
店舗設備が適切で
あることが認められた
お店です。

認定補聴器技能者の在中、専門
設備の設置、取扱商品の充実、
医師との連携などの運営基準を
もとに審査が行われます。現在、
審査に合格した認定店は全国に
5 7 0 店 舗あり
（平
成24年2月調べ）、
ニイガタエイドも、
全店「認定補聴器
専 門 店 」として営
業しています。
認定プレート

補聴器

佐 藤 誠 社 長 クッキ ン グ コ ー ナ ー

MACO S
キッチ ン

The 30th Anniversary

作

（ソース）
酒、醤油・
・
・各小さじ1
塩・こしょう・
・
・適量

1980年代の耳かけ型補聴器

1980年代後半 プログラマブル補聴器登場

クロ ス ワ ード パ ズ ル

ワイデックス社のプログラマブル補聴器「クワトロ(写真右)」
が登場した時は、
びっくり
しました。4種類の使用環境に合わせた設定（静かな場所用/騒がしい場所用
など）
や、手元での音量調整ができ、音質もやわらかく、
お客様に喜ばれました。又、
補聴器本体も小さくて良かったですね。

7

「目立たない補聴器」
ということで、注目されました。CIC補聴器の出現によって、耳型
を取るのに随分講習会を受けました。懐かしいです。1998年には、国内の耳あな
型補聴器の出荷台数が、耳かけ型補聴器を上回りました
（補聴器工業会調べ）。

8

CIC補聴器

※CIC：Completely In the Canal

1990年代半ば フルデジタル補聴器登場

夏に食べたく
なるのは．
．
．

1

9

エイド

みみより通信

Vol.3
30周年記念号

（昭和61年）

1982

年）

（昭和57

読者プレゼント 抽選で下記商品のいずれかをプレゼントします。

Ａ．
エイド「オリジナル
Ｃ．
シーメンス
Ｂ．
ワイデックス
バスタオル」…3名様 「マグカップ」…10名様 ｢ボールペン｣…10名様

【プレゼント応募方法】
【アンケート】
官製はがきに ①クロスワードの答え ②ご希望のプレゼ 1．
今号で面白かったものをお選びください。
（複数可）
ント番号 ③氏名 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号
ⓐ特集「RIC」
タイプってなあに？ ⓑエイドマン ⓒQ&A ⓓ私の趣味
⑥アンケートの答えを明記してお送りください。
ⓔスタッフコラム ⓕみみより情報 ⓖMACOʼSキッチン
5
4
【応募〆切】平成24年6月30日必着
ⓗクロスワードパズル ⓘエイド30年の歩み ⓙ補聴器30年の歩み
【応 募 先】〒950-0901
2．
今後取り上げてほしいテーマなど、
「みみより通信」に対するご意見・
新潟市中央区弁天2丁目3番11号
ご要望などありましたらお聞かせください。
ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛 ※当選者の発表は、
プレゼント商品の発送をもってかえさせていただきます。
【前回の答え】
「サンタ」

2012

1986

佐渡店を出店

）

寺尾
社を設立（
イド株式会
ニイガタエ

1987

（昭和62年

）

1997

（平成9年）

新潟市万代

1999

1 丁目に本
店を移転

）

（平成11年

現住所に本店を移転

2004

年）

（平成16

多くの機能が搭載されたデジタル補聴器

2007

（平成19年）

店
長岡店を出

小型耳かけ型補聴器

出店
新津店を

ワイヤレスシステム

外から見えない耳あな型補聴器

今後とも
ニイガタエイドを
宜しくお願い
致します。

代表取締役社長

佐藤 誠

ニイガタエイド株式会社

着け心地がよく、言葉も聞き取りやすく、
あらゆる環境で効果が上がるような・・・より
よい補聴器が開発される事を願っています。
価格については、
需要が増える事によって
下がってくるのではないかと思います。
いずれにしましても、
どんなによい補聴器が開
発されても、我々販売する者の技術や知識が向上しなければ、使用している皆様に
満足を与える事ができないと思っています。全社員で頑張って、皆様に納得出来る
補聴器を提供していきたいと思います。

10

クイズの答え

小型耳かけ型補聴器、
ワイヤレスシステム、
さらに小さな耳あな型補聴器登場

今後、補聴器はどのように進化していくのでしょうか？

6

5

方

【タテのかぎ】
【ヨコのかぎ】
１．
「MACO Sキッチン」今回は○○のムニエル。
１．
1980年代前半は○○○○補聴器の時代。
２．
「補聴器の日」のマスコットキャラクターは○○くん。
４．
「エイドマン」内の男性上着は横じま、
ボーダー。
３．
佐渡店の開店祝いで頂いて特に印象的たっだものは？
では、縦じまは？ ○○ライプ。
４．
「スタッフコラム」で紹介されているのは、
６．
「私の趣味」で紹介しているお客様の趣味は、
推定樹齢200〜400年の天然○○。
○○○。
５．
2000年代、小型耳かけ型補聴器の登場により、聴力レベル
７．
年齢を重ねるごとに増えるもの。眉間の○○、
が軽い方にも○○○○なく使って頂く事が出来るようになった。
笑い○○など。
６．
2000年代、
ワイヤレス○○○○登場。
８．
ニイガタエイド創業の場所。新潟市西区○○○。
９．
ハウリングについて。○○の入口と出口が近いほどハウリング 10．
特集「RICタイプってなあに？」で紹介されている
が起きやすい。
ユニトロン社の補聴器。
「ク○○○○」。

4

※

ここ10年あたりで、小型耳かけ型補聴器が次々と発売され、聴力レベルが軽い方
にも違和感無く使って頂く事ができるようになってきました。
この流れよって、2009年
には、耳かけ型補聴器の国内出荷台数が、耳あな型補聴器を再び上回りました
（補
聴器工業会調べ）。
また、補聴器を通してテレビや電話の音を聞くための
「ワイヤレス
システム」
も、各メーカーから次々と登場しました。
「ワイヤレスシステム」
を使う事によっ
て、使用環境も広がってきたように思います。
そして今年2012年には、
さらに小さな
「外から見えない耳あな型補聴器」
が登場しました。

◎ヒントは本号中にあります。

3

ワイデックス
「クワトロ」

1980〜1990年代 小型の耳あな型補聴器（CIC）登場

2000〜2010年代

2

1

り

鯵と言うと、塩焼きやお刺身などが一般的かもしれませ
んが、今回は「鯵のムニエル」
をご紹介します。鯵は何
時でも手に入りますし、ムニエルにして、付け合わせの
野菜などを一緒に盛り付けると、食卓も明るくなります。

焼き、焼き上がる１分前にバターひとかけ
らを入れ香りをつける。
①ぜいご、内臓を取り除いて、冷水で洗い、 ⑦フライパンに残った油に、③で鯵を浸して
おいた牛乳と、酒小さじ1、醤油小さじ１を
クッキングペーパーなどで水気を拭く。
加え、
ソースを作る。沸騰させてから、塩・
②両面に包丁目をいれて、塩・コショウを両
こしょうで味を調える。
面に軽く振って５分ほど置く。
③バットの中に鯵をおき、牛乳カップ半分を ⑧ソースをかけ、輪切りにしたレモンをトッピ
ングしたら出来上がり。
かけ、20分ほど浸す(２度ほど返す)。
④パッドから取り出した鯵に小麦粉をふり、
＜ＰＯＩＮＴ＞
余分な粉を叩き落す。
⑤よく熱したフライパンにサラダ油大さじ2を ●鮮度の良い中型の鯵を選ぶ。
入れ、盛り付けた時に表になる面を下にし ●鯵の臭みを取るために牛乳に浸す。
て、強火で２分ほど焼く。
●小麦粉はつけすぎない。
⑥ひっくり返して蓋をし、弱火で１０分ほど ●バターの風味を残すため、バターは最後に。

【材料】
（ 4人前）
鯵・
・
・４匹
塩・こしょう・
・
・適量
牛乳・
・
・カップ1/2
小麦粉・
・
・適量
サラダ油・
・
・大さじ2
バター・
・
・ひとかけ
レモン(輪切り)・
・
・4切れ

1980年代前半 アナログ補聴器の時代

デジタルになってできる事が多くなり、騒音制御やハウリング抑制など、様々な機能
が開発されました。
「補聴器はうるさい」
というイメージも変わり始めた時期だと思いま
す。
フィッティング方法もデジタル化され、
パソコンを用いるようになりました。
パソコンで
補聴器を調整する事は、
今では当たり前のようですが、
当時は慣れるまで大変でした。

ル」
エ
ニ
ム
「鯵の
あじ

この3 0 年で、補 聴 器も大きな進化を遂げてきました。

この頃は、
ほとんどが耳かけ型補聴器でした。大きさは今の物とそんなに変わりませ
んが、音質はまったく違いましたね。
当時の補聴器は、雑音などもよく拾うため、
「補聴
器はうるさい」
というイメージを持つ方が多かったと思います。

シャレに
ちょっとオ

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店

ニイガタ

自立支援法補聴器取扱店

株式会社

認定補聴器専門店

新潟本店

長岡店

0120-74-4133
新津店

白根店

http://www.niigata-aid.co.jp
ニイガタエイド

検索

佐渡店

Ｔel.025-244-8803 Ｔel.0258-34-6007 Ｔel.0250-21-3341 Ｔel.025-371-1333 Ｔel.0259-52-4715
Fax.025-244-8804

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

Fax.0258-31-3423

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

Fax.0250-21-3345

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

Fax.025-371-1335

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

Fax.0259-52-5857

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
平成24年5月発行

白根店を出店

特集 ニイガタエイド30年の歩み
補聴器30年の歩み
「RICタイプ」ってなあに？
お客様紹介コーナー「私の趣味」
補聴器Q&A、
みみより情報、
スタッフコラム
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO Sキッチン」
クロスワードパズル

愛されて30年

ニイガタ

株式会社

特集 いま人気の耳かけ型補聴器

ニ イ ガ タ エ イド
The 30th Anniversary
今 年 5月で、弊 社は３０周 年を迎えました。
創 業 時から現 在に至るまでの３０年 間を振り返ってみました。
代表取締役社長 佐 藤 誠
1982年 1人でのスタート

創業4年後、1986年佐渡店オープン

1987年 万代に進出、
市内に店舗を構えるという念願の夢が実現

1999〜2007年
長岡店・新津店・白根店オープン

長岡店については、初めはメガネ店の一角をお借りして、長岡
営業所として1988年にスタートしました。営業活動を続ける
中、定期訪問するルートが増え、お客様の数も増え、営業所と
いう形では対応しきれなくなったため、
その11年後の1999年
に、長岡店として店舗を構えました。その後、2004年に新津
店、2007年に白根店を出店しました。この2店舗に関しては、
その地域の医院を定期訪問している関係もあり、周辺にお住ま
いのお客様が多くなってきたため、各地に出店する事を決めま
した。それまで、本店へ
いらっしゃっていたお客
様方から、
「お店が近く
なって便利」というお言
葉を頂くたびに、
出店して
良かったと感じています。
24時間TVにも参加

RIC タイプ

①

レシーバー
②

ハウリングのイメージ図

「RICタイプ」のメリット その2
耳あな型の良いところを再現！

レシーバーから鼓膜までの距離が縮まる
と、少ない増幅で十分な音量を届ける
事ができます。
また、音はフックやチュー
ブといった管を通ると、音の共鳴が起こ
り、
ある周波数が強くなったり、弱くなった
りといった音質の変化が生まれますが、
RICタイプは、そのような影響を受けず
に、補聴器の音をそのままの音質で届け
る事ができます。
これらの特長は、
もともと
耳あな型が持っていたメリットでしたが、
RICタイプはレシーバーを耳の中に配置
する事で、耳あな型が持つメリットを再現
しています。

「RICタイプ」のメリット その１
小さい！軽い！目立たない！

レシーバーが本体の外に出ているため、
本体サイズが小さく、着け心地が軽い事
が特長的です。
また、耳に掛かる部分が
細いワイヤーなので、耳に掛かっていて
も目立ちません。着け心地の軽さや目立
たなさを重視する方にはぴったりのタイプ
です。

最後に…

30年を迎える事が出来たのも、私共から補聴器をお求め頂い
たお客様方、耳鼻科の先生方、
メーカー各社、お取引頂いて
いる皆様方、
そしてスタッフ全員のお陰と思っています。感謝を込
め、今後とも皆様に喜んで頂けるお店づくりを行っていきたいと
思います。

補聴器の日 特別講演会のご案内
「補聴器を、正しく知ってもらうために。」
新潟市中央区鐘木185-18

※入場無料・事前予約不要・先着150名様
※当日は、要約筆記・手話通訳者を配置します。

どなたでも
お気軽に
ご参加頂けます！

《当日の講演会予定》
午前11時〜12時

「補聴器を、正しく知ってもらうために。」
講師/新潟県補聴器キーパーソン
（本町ふるまち耳鼻科院長）佐 藤
午後2時〜3時

斎 先生

講師/特定非営利活動法人
日本補聴器技能者協会副理事長

福 澤 理 先生

「補聴器有効活用のコツ」

このように、RICタイプは、耳あな型と耳
かけ型のメリットを融合した補聴器と言え
ます。各社ともに幅広いラインナップを取
り揃えています。店頭でお試しいただけま
すので、
お気軽にスタッフまでお声掛けく
ださい。

ワイデックス社「スーパー」
198,000円/448,000円
適応聴力：中度〜重度
今年4月に発売された新製品
小さなサイズで高出力を実現

ユニトロン社「クオンタム
（moxi）
」
160,000〜398,000円
適応聴力：軽度〜高度
今年3月に発売された新製品
価格･適応範囲を広く設けたモデル

「補聴器の日」
マスコットキャラクター

ロロくん

主催：一般社団法人日本補聴器販売店協会新潟県部会（ニイガタエイド内）
お問い合わせ先：TEL025-244-8803 FAX025-244-8804

「こいっちゃ〜佐渡！

近藤さん直筆の「胡隠君を尋ぬ」

こんにちは。佐渡店の山崎直美です。

今回は、佐渡の自然豊かな歴史スポットを皆様にご紹介しま
す。
このみごとな｢天然杉｣は、推定樹齢200年〜400年。江
戸時代に、佐渡金山で精製に使う薪炭を確保するため、幕府
が山林の保管もしていたそうです。その杉が現在も残されてい
ました。今は遊歩道としていつでも気軽に楽しむ事が出来ます。
これから旅行やお出掛
けするには良い季節・
・。
補聴器をつけて小鳥の
さえずりや小川のせせら
ぎを聞きながらお友達と
森林浴を楽しんでみませ
んか。
きっとパワーをもら
4本の杉が根を同じくして伸びた四天王杉
えるはずです。

宝しています。また、詩を詠む時な
どは、自分の声が良すぎて響くこと
があるので(笑)、音量をうまく調整
して使っています。

「詩吟の思い出」

「詩吟は元気の源」

結婚式の仲人を頼まれる事が幾
度かあり、ある時、祝の詩「結婚祝
の詩」を披露したところ、好評だっ
たため、それを機に依頼されること
が増えてしまいました。気が付いた
ら、結婚式で詩を詠むのは、7回に
もなっていました(笑)。
一番の思い出は、平成21年に5人
合吟にて、県大会で優勝したことです。
今でもそのときに頂いたトロフィー
は、大事に床の間に飾ってあります。
!

普段の会話はもちろんですが、
詩吟教室や仲間内の会話の時に重
←
乾燥
ケース

えて!

教

今日は
畑仕事で
汗をかいたから
補聴器を
乾燥させよう。

❶

」

あります。また、詠む詩も様々で、
くん
こいん
私の十八番は「胡隠君を尋ぬ」
こうけい
（高啓1336-1374）という漢詩です
が、ほかに短歌や俳句などを詠む
こともあります。

大きな声で発声することは、健康に
もよいので、元気でいるうちは続けたい
と思っています。

「趣味の中の補聴器」

【Pick UP!】RICタイプ

スタッフ コラム

み み より情 報

開催日：6月10日
（日）午前10時〜午後4時
会 場：新潟テルサ3F（無料駐車場完備）

ご試聴はお気軽にどうぞ！

マイク･アンプは本体内部

急速に進化した補聴器、
我々スタッフの技術力が試される時代

振り返ってみると、流れるような30年でした。補聴器も大きく変
化してきました。私が初めて耳あな型補聴器を見た時は、
まだ箱
型と耳かけ型のみを取り扱っている頃で、いつかこの小さく目立
たない補聴器が主流になる時代が来るのでは…と思っていま
したが、
まさかオーダーメイドの耳あな型補聴器がこんなに早く
普及するとは思ってもみませんでした。現代の補聴器は多様化
し、我々の技術力がより試される状況になっています。今後の
ニイガタエイドの発展継続は、
スタッフ各自の技術力にかかって
いると感じています。
また、補聴器の販売は、店舗でしっかりとし
た対応ができる事がベストだと考えており、今後もその方針を変
えずに 進していきたいと思います。

ピーッ !!
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よっと…

乾燥ケースに
入れる時は
補聴器から電池を
取りだそう!
空気電池は乾燥
に弱く、電池
寿命が縮んで
しまうんだ。
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ちょっと面倒だけど
大切な補聴器
だからきちんと
しよう。
ありがとう、
エイドマン。

❹

↑
今年30歳

空気電池には穴が開いているため、
乾燥すると電池内部の
電解液が蒸発してしまうんだ。取り外した電池は、
紛失しない
ように乾燥ケースの磁石シートの上に置こう。電池のプラス面
を下にすることで、
自己放電を軽減する事も出来るんだ。そして、汗をか
いた時だけでなく、補聴器は毎日乾燥ケースに入れる習慣をつけよう。
クイックエイド
ONボタンを押すだけで、
素早く乾燥・除菌・脱臭をしてくれる補聴器専
（クレイドル付）
用乾燥器「クイックエイド」
もおススメさ。是非試してみてくれ！
7,860円
（税込）
ちょっ
と面倒
大切な補聴
きちんとし
ありがとう

佐渡出店の約1年後に、寺尾から万代へ移り、本店として新たに
スタートしました。寺尾にいた頃は、時間と人手に限りがあるため、
補聴器を購入して頂いたお客様に十分なアフターケアを行えな
い事が一番気がかりでしたが、万代に店舗を構え、
スタッフが増
え、
お客様に何時でも来て頂ける環境ができ、
やっと私が理想と
していた体制が整いました。お客さまも徐々に増え、毎日忙しく過

１Fへ移動した頃

現在、耳かけ型補聴器は大きく2つに分
類されます。従来からある「耳かけ型」と
「RICタイプ」です。補聴器は、主にマイ
ク
（音の入口）、
アンプ（音を増幅する部
分）、
レシーバー（音の出口）
という3つ
の部品から構成されていますが、
「耳か
け型」
（右図上）がその3つの部品全て
を補聴器本体内に配置しているのに対
し、
「RICタイプ」
（右図下）は、
レシーバ
ーを本体から分離し、耳の中に入るよう
に配置しています。つまり、
「RICタイプ」
は、
レシーバーから鼓膜までの距離が
「耳かけ型」に比べて、ずっと短くなって
います。

30年ほど前に、知人にすすめられ
て教室に通うようになりました。もと
もと周りから声が良いと言われるこ
とがあったのですが、そのせいか、
すんなり詩吟に馴染むことができま
した。現在は、月潟の教室で詩吟
の練習をしています。先生がご高
名な方なので、多方面から習いに
来る方がいらっしゃいます。
詩吟には、1人で吟ずる独吟、複
数人で順に吟ずる連吟、合唱のよ
うに声を合わせる合吟といった形が

乾燥ケースに
入れる時は補聴器から
電池を取りだ そう
空気電池は乾燥に弱く、
電池寿命が縮んで
しまうんだ 。

佐渡店開店当時は
介護用品も
多く取り扱っていました

マイク･アンプ･レシーバーは本体内部

「RICタイプ」の構造

万代移転時の店内

「詩吟と私」

乾燥
ケースの巻

佐渡店開店時

※RIC：Reciever In the Canal
RITE：Reciever In The Ear

●エイド歴/15年 ●趣味/詩吟 ●趣味歴/33年

エイドマン

初めて店舗を構えたのは、新潟市内ではなく佐渡でした。当時
は週に一度、佐渡の病院や医院を訪問していました。朝一番の
便で向かい、帰りは夕方の便に間に合うようにと、時間が限ら
れていたので、先生が補聴器を必要とする患者さんを集めて
下さるわけですが、時間内に対応しきれず、迷惑をお掛けする
事が多々ありました。そんな状況が続いたため、佐渡への出店
を決めました。出店にまつわる思い出は多くありますが、中でも
特に印象に残っているのは、いつもお世話になっていた民宿か
ら、開店祝いに布団を頂いた事です。佐渡店内に寝泊まりでき
るスペースを設けた事を知り、以後民宿を利用しなくなるにも関
わらず、わざわざ布団を打ち直し、届けてくれたのです。その心
遣いには本当に感動しました。

ハウリングは、①補聴器から出た音が耳
栓の隙間などを通って耳の外に漏れ、②
その音がまた補聴器に入り、再び増幅さ
れ…という事が繰り返されて発生します
（下図参照）。つまり、音の入口と出口が
近いほどハウリングが起きやすくなりま
す。RICタイプは、耳あな型に比べて、音
の入口と出口が離れているため、ハウリ
ングが起きにくいという耳かけ型のメリッ
トが生かされています。

様

ちょっと
待った

設立当時の看板

従来からある耳かけ型

耳かけ型補聴器も時代と共に進化して
きました。特に近年は、
「RICタイプ（また
はRITE）※」が主流になりつつありま
す。今回は、
この「RICタイプ」の構造や
優れている点についてご紹介します。

修

今回、ご紹介するのは、ニイガタエイド白根店のお客様で、詩吟を趣味と
されている近藤修様です。近藤さんは、なんと詩吟歴33年！詩吟、
またその思
い出についてお話し頂きました。

よっ
と …

創業時の社長、
お店の前でパチリ!

「RICタイプ」のメリット その3
耳あな型と比べてハウリングが
起きにくい！

今日は畑仕事で
汗をかいたから
補聴器を乾燥
させよう

西区寺尾にある医療機器店内の一角をお借りしてのスタートでし
た。市内の補聴器販売店に6年在籍してからの独り立ちだった
ので、格好良く言えば、開業または独立と華々しい話ですが、多
くの不安を抱えての出発でした。最初の4〜5年は、私1人だった
ため、営業で外に出る時には、医療機器店のスタッフさんに電話
番をお願いする等、協力して頂きながらなんとかやっていました。
その頃は、外での営業が中心で、早くお客様に来て頂けるような
店舗を構えたい、
という一心で頑張りました。車は、親切な先生
から安く譲って頂いたものを使用し、
とにかくあちこち走り回ってい
ました。当時お世話になった方々とは、今でも公私共に変わらぬ
お付き合いをさせて頂いています。創業10年、20年、30年とそ
の時々の思い出が蘇ります。

ごした事を思い出します。その後、3Fから同じビルの１Fへ移動
し、1997年に現住所へ移転しました。

耳かけ型補聴器の新しい主流
「RICタイプ」
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「認定補聴器専門店」
とは？
補聴器を扱う上で、
店舗設備が適切で
あることが認められた
お店です。

認定補聴器技能者の在中、専門
設備の設置、取扱商品の充実、
医師との連携などの運営基準を
もとに審査が行われます。現在、
審査に合格した認定店は全国に
5 7 0 店 舗あり
（平
成24年2月調べ）、
ニイガタエイドも、
全店「認定補聴器
専 門 店 」として営
業しています。
認定プレート

特集 いま人気の耳かけ型補聴器
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ユニトロン社「クオンタム
（moxi）
」
160,000〜398,000円
適応聴力：軽度〜高度
今年3月に発売された新製品
価格･適応範囲を広く設けたモデル

「補聴器の日」
マスコットキャラクター

ロロくん

主催：一般社団法人日本補聴器販売店協会新潟県部会（ニイガタエイド内）
お問い合わせ先：TEL025-244-8803 FAX025-244-8804

「こいっちゃ〜佐渡！

近藤さん直筆の「胡隠君を尋ぬ」

こんにちは。佐渡店の山崎直美です。

今回は、佐渡の自然豊かな歴史スポットを皆様にご紹介しま
す。
このみごとな｢天然杉｣は、推定樹齢200年〜400年。江
戸時代に、佐渡金山で精製に使う薪炭を確保するため、幕府
が山林の保管もしていたそうです。その杉が現在も残されてい
ました。今は遊歩道としていつでも気軽に楽しむ事が出来ます。
これから旅行やお出掛
けするには良い季節・
・。
補聴器をつけて小鳥の
さえずりや小川のせせら
ぎを聞きながらお友達と
森林浴を楽しんでみませ
んか。
きっとパワーをもら
4本の杉が根を同じくして伸びた四天王杉
えるはずです。

宝しています。また、詩を詠む時な
どは、自分の声が良すぎて響くこと
があるので(笑)、音量をうまく調整
して使っています。

「詩吟の思い出」

「詩吟は元気の源」

結婚式の仲人を頼まれる事が幾
度かあり、ある時、祝の詩「結婚祝
の詩」を披露したところ、好評だっ
たため、それを機に依頼されること
が増えてしまいました。気が付いた
ら、結婚式で詩を詠むのは、7回に
もなっていました(笑)。
一番の思い出は、平成21年に5人
合吟にて、県大会で優勝したことです。
今でもそのときに頂いたトロフィー
は、大事に床の間に飾ってあります。

大きな声で発声することは、健康に
もよいので、元気でいるうちは続けたい
と思っています。

!

普段の会話はもちろんですが、
詩吟教室や仲間内の会話の時に重
←
乾燥
ケース

えて!

教

今日は
畑仕事で
汗をかいたから
補聴器を
乾燥させよう。

❶

」

あります。また、詠む詩も様々で、
くん
こいん
私の十八番は「胡隠君を尋ぬ」
こうけい
（高啓1336-1374）という漢詩です
が、ほかに短歌や俳句などを詠む
こともあります。

「趣味の中の補聴器」

【Pick UP!】RICタイプ

スタッフ コラム

み み より情 報

開催日：6月10日
（日）午前10時〜午後4時
会 場：新潟テルサ3F（無料駐車場完備）

ご試聴はお気軽にどうぞ！

マイク･アンプは本体内部

急速に進化した補聴器、
我々スタッフの技術力が試される時代

振り返ってみると、流れるような30年でした。補聴器も大きく変
化してきました。私が初めて耳あな型補聴器を見た時は、
まだ箱
型と耳かけ型のみを取り扱っている頃で、いつかこの小さく目立
たない補聴器が主流になる時代が来るのでは…と思っていま
したが、
まさかオーダーメイドの耳あな型補聴器がこんなに早く
普及するとは思ってもみませんでした。現代の補聴器は多様化
し、我々の技術力がより試される状況になっています。今後の
ニイガタエイドの発展継続は、
スタッフ各自の技術力にかかって
いると感じています。
また、補聴器の販売は、店舗でしっかりとし
た対応ができる事がベストだと考えており、今後もその方針を変
えずに 進していきたいと思います。

ピーッ !!

❸

よっと…

乾燥ケースに
入れる時は
補聴器から電池を
取りだそう!
空気電池は乾燥
に弱く、電池
寿命が縮んで
しまうんだ。

QA
&

ちょっと
待った!

質問
←
乾燥
ケース

❷

ちょっと面倒だけど
大切な補聴器
だからきちんと
しよう。
ありがとう、
エイドマン。

❹

↑
今年30歳

空気電池には穴が開いているため、
乾燥すると電池内部の
電解液が蒸発してしまうんだ。取り外した電池は、
紛失しない
ように乾燥ケースの磁石シートの上に置こう。電池のプラス面
を下にすることで、
自己放電を軽減する事も出来るんだ。そして、汗をか
いた時だけでなく、補聴器は毎日乾燥ケースに入れる習慣をつけよう。
クイックエイド
ONボタンを押すだけで、
素早く乾燥・除菌・脱臭をしてくれる補聴器専
（クレイドル付）
用乾燥器「クイックエイド」
もおススメさ。是非試してみてくれ！
7,860円
（税込）
ちょっ
と面倒
大切な補聴器だ
きちんとし
ありがとう

佐渡出店の約1年後に、寺尾から万代へ移り、本店として新たに
スタートしました。寺尾にいた頃は、時間と人手に限りがあるため、
補聴器を購入して頂いたお客様に十分なアフターケアを行えな
い事が一番気がかりでしたが、万代に店舗を構え、
スタッフが増
え、
お客様に何時でも来て頂ける環境ができ、
やっと私が理想と
していた体制が整いました。お客さまも徐々に増え、毎日忙しく過

１Fへ移動した頃

現在、耳かけ型補聴器は大きく2つに分
類されます。従来からある「耳かけ型」と
「RICタイプ」です。補聴器は、主にマイ
ク
（音の入口）、
アンプ（音を増幅する部
分）、
レシーバー（音の出口）
という3つ
の部品から構成されていますが、
「耳か
け型」
（右図上）がその3つの部品全て
を補聴器本体内に配置しているのに対
し、
「RICタイプ」
（右図下）は、
レシーバ
ーを本体から分離し、耳の中に入るよう
に配置しています。つまり、
「RICタイプ」
は、
レシーバーから鼓膜までの距離が
「耳かけ型」に比べて、ずっと短くなって
います。

30年ほど前に、知人にすすめられ
て教室に通うようになりました。もと
もと周りから声が良いと言われるこ
とがあったのですが、そのせいか、
すんなり詩吟に馴染むことができま
した。現在は、月潟の教室で詩吟
の練習をしています。先生がご高
名な方なので、多方面から習いに
来る方がいらっしゃいます。
詩吟には、1人で吟ずる独吟、複
数人で順に吟ずる連吟、合唱のよ
うに声を合わせる合吟といった形が

に
ス乾燥ケー
入れる時は
補聴器 から
電池を取りだそう
空気 電池は乾燥
に弱く、
電池寿命が縮んで
しまうんだ。

佐渡店開店当時は
介護用品も
多く取り扱っていました

マイク･アンプ･レシーバーは本体内部

「RICタイプ」の構造

万代移転時の店内

「詩吟と私」

乾燥
巻
スのケー

佐渡店開店時

※RIC：Reciever In the Canal
RITE：Reciever In The Ear

●エイド歴/15年 ●趣味/詩吟 ●趣味歴/33年

エイドマン

初めて店舗を構えたのは、新潟市内ではなく佐渡でした。当時
は週に一度、佐渡の病院や医院を訪問していました。朝一番の
便で向かい、帰りは夕方の便に間に合うようにと、時間が限ら
れていたので、先生が補聴器を必要とする患者さんを集めて
下さるわけですが、時間内に対応しきれず、迷惑をお掛けする
事が多々ありました。そんな状況が続いたため、佐渡への出店
を決めました。出店にまつわる思い出は多くありますが、中でも
特に印象に残っているのは、いつもお世話になっていた民宿か
ら、開店祝いに布団を頂いた事です。佐渡店内に寝泊まりでき
るスペースを設けた事を知り、以後民宿を利用しなくなるにも関
わらず、わざわざ布団を打ち直し、届けてくれたのです。その心
遣いには本当に感動しました。

ハウリングは、①補聴器から出た音が耳
栓の隙間などを通って耳の外に漏れ、②
その音がまた補聴器に入り、再び増幅さ
れ…という事が繰り返されて発生します
（下図参照）。つまり、音の入口と出口が
近いほどハウリングが起きやすくなりま
す。RICタイプは、耳あな型に比べて、音
の入口と出口が離れているため、ハウリ
ングが起きにくいという耳かけ型のメリッ
トが生かされています。

様

と
っちょ
待っ た

設立当時の看板

従来からある耳かけ型

耳かけ型補聴器も時代と共に進化して
きました。特に近年は、
「RICタイプ（また
はRITE）※」が主流になりつつありま
す。今回は、
この「RICタイプ」の構造や
優れている点についてご紹介します。

修

今回、ご紹介するのは、ニイガタエイド白根店のお客様で、詩吟を趣味と
されている近藤修様です。近藤さんは、なんと詩吟歴33年！詩吟、
またその思
い出についてお話し頂きました。

よっ
と …

創業時の社長、
お店の前でパチリ!

「RICタイプ」のメリット その3
耳あな型と比べてハウリングが
起きにくい！

今日は畑仕事で
たから
汗をかい
補聴器を乾燥
させよう

西区寺尾にある医療機器店内の一角をお借りしてのスタートでし
た。市内の補聴器販売店に6年在籍してからの独り立ちだった
ので、格好良く言えば、開業または独立と華々しい話ですが、多
くの不安を抱えての出発でした。最初の4〜5年は、私1人だった
ため、営業で外に出る時には、医療機器店のスタッフさんに電話
番をお願いする等、協力して頂きながらなんとかやっていました。
その頃は、外での営業が中心で、早くお客様に来て頂けるような
店舗を構えたい、
という一心で頑張りました。車は、親切な先生
から安く譲って頂いたものを使用し、
とにかくあちこち走り回ってい
ました。当時お世話になった方々とは、今でも公私共に変わらぬ
お付き合いをさせて頂いています。創業10年、20年、30年とそ
の時々の思い出が蘇ります。

ごした事を思い出します。その後、3Fから同じビルの１Fへ移動
し、1997年に現住所へ移転しました。

耳かけ型補聴器の新しい主流
「RICタイプ」

？
に
あ
な
て
っ
」
プ
イ
タ
C
I
「R

近 藤

お 客 様 紹 介コー ナ ー

答え

「認定補聴器専門店」
とは？
補聴器を扱う上で、
店舗設備が適切で
あることが認められた
お店です。

認定補聴器技能者の在中、専門
設備の設置、取扱商品の充実、
医師との連携などの運営基準を
もとに審査が行われます。現在、
審査に合格した認定店は全国に
5 7 0 店 舗あり
（平
成24年2月調べ）、
ニイガタエイドも、
全店「認定補聴器
専 門 店 」として営
業しています。
認定プレート

補聴器

佐 藤 誠 社 長 クッキ ン グ コ ー ナ ー

MACO S
キッチ ン

The 30th Anniversary

作

（ソース）
酒、醤油・
・
・各小さじ1
塩・こしょう・
・
・適量

1980年代の耳かけ型補聴器

1980年代後半 プログラマブル補聴器登場

クロ ス ワ ード パ ズ ル

ワイデックス社のプログラマブル補聴器「クワトロ(写真右)」
が登場した時は、
びっくり
しました。4種類の使用環境に合わせた設定（静かな場所用/騒がしい場所用
など）
や、手元での音量調整ができ、音質もやわらかく、
お客様に喜ばれました。又、
補聴器本体も小さくて良かったですね。

7

「目立たない補聴器」
ということで、注目されました。CIC補聴器の出現によって、耳型
を取るのに随分講習会を受けました。懐かしいです。1998年には、国内の耳あな
型補聴器の出荷台数が、耳かけ型補聴器を上回りました
（補聴器工業会調べ）。

8

CIC補聴器

※CIC：Completely In the Canal

1990年代半ば フルデジタル補聴器登場

夏に食べたく
なるのは．
．
．

1

9

エイド

みみより通信

Vol.3
30周年記念号

（昭和61年）

1982

年）

（昭和57

読者プレゼント 抽選で下記商品のいずれかをプレゼントします。

Ａ．
エイド「オリジナル
Ｃ．
シーメンス
Ｂ．
ワイデックス
バスタオル」…3名様 「マグカップ」…10名様 ｢ボールペン｣…10名様

【プレゼント応募方法】
【アンケート】
官製はがきに ①クロスワードの答え ②ご希望のプレゼ 1．
今号で面白かったものをお選びください。
（複数可）
ント番号 ③氏名 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号
ⓐ特集「RIC」
タイプってなあに？ ⓑエイドマン ⓒQ&A ⓓ私の趣味
⑥アンケートの答えを明記してお送りください。
ⓔスタッフコラム ⓕみみより情報 ⓖMACOʼSキッチン
5
4
【応募〆切】平成24年6月30日必着
ⓗクロスワードパズル ⓘエイド30年の歩み ⓙ補聴器30年の歩み
【応 募 先】〒950-0901
2．
今後取り上げてほしいテーマなど、
「みみより通信」に対するご意見・
新潟市中央区弁天2丁目3番11号
ご要望などありましたらお聞かせください。
ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛 ※当選者の発表は、
プレゼント商品の発送をもってかえさせていただきます。
【前回の答え】
「サンタ」

2012

1986

佐渡店を出店

）

寺尾
社を設立（
イド株式会
ニイガタエ

1987

（昭和62年

）

1997

（平成9年）

新潟市万代

1999

1 丁目に本
店を移転

）

（平成11年

現住所に本店を移転

2004

年）

（平成16

多くの機能が搭載されたデジタル補聴器

2007

（平成19年）

店
長岡店を出

小型耳かけ型補聴器

出店
新津店を

ワイヤレスシステム

外から見えない耳あな型補聴器

今後とも
ニイガタエイドを
宜しくお願い
致します。

代表取締役社長

佐藤 誠

ニイガタエイド株式会社

着け心地がよく、言葉も聞き取りやすく、
あらゆる環境で効果が上がるような・・・より
よい補聴器が開発される事を願っています。
価格については、
需要が増える事によって
下がってくるのではないかと思います。
いずれにしましても、
どんなによい補聴器が開
発されても、我々販売する者の技術や知識が向上しなければ、使用している皆様に
満足を与える事ができないと思っています。全社員で頑張って、皆様に納得出来る
補聴器を提供していきたいと思います。

10

クイズの答え

小型耳かけ型補聴器、
ワイヤレスシステム、
さらに小さな耳あな型補聴器登場

今後、補聴器はどのように進化していくのでしょうか？

6

5

方

【タテのかぎ】
【ヨコのかぎ】
１．
「MACO Sキッチン」今回は○○のムニエル。
１．
1980年代前半は○○○○補聴器の時代。
２．
「補聴器の日」のマスコットキャラクターは○○くん。
４．
「エイドマン」内の男性上着は横じま、
ボーダー。
３．
佐渡店の開店祝いで頂いて特に印象的たっだものは？
では、縦じまは？ ○○ライプ。
４．
「スタッフコラム」で紹介されているのは、
６．
「私の趣味」で紹介しているお客様の趣味は、
推定樹齢200〜400年の天然○○。
○○○。
５．
2000年代、小型耳かけ型補聴器の登場により、聴力レベル
７．
年齢を重ねるごとに増えるもの。眉間の○○、
が軽い方にも○○○○なく使って頂く事が出来るようになった。
笑い○○など。
６．
2000年代、
ワイヤレス○○○○登場。
８．
ニイガタエイド創業の場所。新潟市西区○○○。
９．
ハウリングについて。○○の入口と出口が近いほどハウリング 10．
特集「RICタイプってなあに？」で紹介されている
が起きやすい。
ユニトロン社の補聴器。
「ク○○○○」。

4

※

ここ10年あたりで、小型耳かけ型補聴器が次々と発売され、聴力レベルが軽い方
にも違和感無く使って頂く事ができるようになってきました。
この流れよって、2009年
には、耳かけ型補聴器の国内出荷台数が、耳あな型補聴器を再び上回りました
（補
聴器工業会調べ）。
また、補聴器を通してテレビや電話の音を聞くための
「ワイヤレス
システム」
も、各メーカーから次々と登場しました。
「ワイヤレスシステム」
を使う事によっ
て、使用環境も広がってきたように思います。
そして今年2012年には、
さらに小さな
「外から見えない耳あな型補聴器」
が登場しました。

◎ヒントは本号中にあります。

3

ワイデックス
「クワトロ」

1980〜1990年代 小型の耳あな型補聴器（CIC）登場

2000〜2010年代

2

1

り

鯵と言うと、塩焼きやお刺身などが一般的かもしれませ
んが、今回は「鯵のムニエル」
をご紹介します。鯵は何
時でも手に入りますし、ムニエルにして、付け合わせの
野菜などを一緒に盛り付けると、食卓も明るくなります。

焼き、焼き上がる１分前にバターひとかけ
らを入れ香りをつける。
①ぜいご、内臓を取り除いて、冷水で洗い、 ⑦フライパンに残った油に、③で鯵を浸して
おいた牛乳と、酒小さじ1、醤油小さじ１を
クッキングペーパーなどで水気を拭く。
加え、
ソースを作る。沸騰させてから、塩・
②両面に包丁目をいれて、塩・コショウを両
こしょうで味を調える。
面に軽く振って５分ほど置く。
③バットの中に鯵をおき、牛乳カップ半分を ⑧ソースをかけ、輪切りにしたレモンをトッピ
ングしたら出来上がり。
かけ、20分ほど浸す(２度ほど返す)。
④パッドから取り出した鯵に小麦粉をふり、
＜ＰＯＩＮＴ＞
余分な粉を叩き落す。
⑤よく熱したフライパンにサラダ油大さじ2を ●鮮度の良い中型の鯵を選ぶ。
入れ、盛り付けた時に表になる面を下にし ●鯵の臭みを取るために牛乳に浸す。
て、強火で２分ほど焼く。
●小麦粉はつけすぎない。
⑥ひっくり返して蓋をし、弱火で１０分ほど ●バターの風味を残すため、バターは最後に。

【材料】
（ 4人前）
鯵・
・
・４匹
塩・こしょう・
・
・適量
牛乳・
・
・カップ1/2
小麦粉・
・
・適量
サラダ油・
・
・大さじ2
バター・
・
・ひとかけ
レモン(輪切り)・
・
・4切れ

1980年代前半 アナログ補聴器の時代

デジタルになってできる事が多くなり、騒音制御やハウリング抑制など、様々な機能
が開発されました。
「補聴器はうるさい」
というイメージも変わり始めた時期だと思いま
す。
フィッティング方法もデジタル化され、
パソコンを用いるようになりました。
パソコンで
補聴器を調整する事は、
今では当たり前のようですが、
当時は慣れるまで大変でした。

ル」
エ
ニ
ム
「鯵の
あじ

この3 0 年で、補 聴 器も大きな進化を遂げてきました。

この頃は、
ほとんどが耳かけ型補聴器でした。大きさは今の物とそんなに変わりませ
んが、音質はまったく違いましたね。
当時の補聴器は、雑音などもよく拾うため、
「補聴
器はうるさい」
というイメージを持つ方が多かったと思います。

シャレに
ちょっとオ

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店

ニイガタ

自立支援法補聴器取扱店

株式会社

認定補聴器専門店

新潟本店

長岡店

0120-74-4133
新津店

白根店

http://www.niigata-aid.co.jp
ニイガタエイド

検索

佐渡店

Ｔel.025-244-8803 Ｔel.0258-34-6007 Ｔel.0250-21-3341 Ｔel.025-371-1333 Ｔel.0259-52-4715
Fax.025-244-8804

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

Fax.0258-31-3423

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

Fax.0250-21-3345

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

Fax.025-371-1335

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

Fax.0259-52-5857

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
平成24年5月発行

白根店を出店

特集 ニイガタエイド30年の歩み
補聴器30年の歩み
「RICタイプ」ってなあに？
お客様紹介コーナー「私の趣味」
補聴器Q&A、
みみより情報、
スタッフコラム
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO Sキッチン」
クロスワードパズル

愛されて30年

ニイガタ

株式会社

