
聴覚の未来を創る

聴こえを届ける最終手段。
唯一、臨床試験で感音性難聴に効果が実証された

フルワイヤレス聴覚サポートデバイス

FILLTUNE CLEAR が誕生します。 



臨床試験で高度難聴を中心とした、感音性難聴の 6 割に聴こえが実証された
FILLTUNE 独自の技術を 8 年の開発・試験を経て製品化。

FILLTUNE の技術は、厚生労働省の平成 25 年度障害者自立支援機器等開発事業に採択され、臨床試験において、

高度難聴を中心とした被験者の６割（※）に確かな聴こえが実証されたことからスタート。

聴こえに不安を感じ始めた方、補聴器の聴こえに違和感を感じている方、補聴器では聴こえない方など、一人でも多

くの人に「聴こえを届ける」ために、その後８年間に渡る開発と試験を経て、より明瞭かつ力強い聴こえを実現する

FILLTUNE CLER がついに誕生しました。
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※日本語 100 語音認知検査を用いた語音聞き取り・書き取りテストの実施結果より
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特殊合金製磁歪素子の弾性変位を応用した最新型 Prestin® エンジンが
従来の圧電式骨伝導の限界を遥かに超えた『次世代型ヒアリング・デバイス』を実現。

FILLTUNE CLEAR に搭載される最新型の Prestin® エンジンは、

わずか 33ｇと小型化・高効率化された、特殊合金を採用。

磁気を与えると形状が変化する力（磁歪素子の弾性変位）を応用し、

10 万回 / 秒以上の微細振動を生み出すことにより、従来の圧電式骨

伝導の約 100 倍の音声情報を届けることができます。これにより、既

存の聴覚補助製品では困難であった子音部分を含む高周波数帯域

の音声を聴取でき、語音明瞭度の高い「聴こえ」を実現します。

Prestin® エンジン02
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一人でも多くの人に「聴こえを届ける」ために開発された
世界初・超磁歪式 Prestin® エンジン搭載・フルワイヤレス聴覚サポートデバイス FILLTUNE CLEAR

FILLTUNE CLEAR03
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聴こえのメカニズム
耳は外耳、中耳、内耳の 3 つの部位から構成されています。空気の振動である「音」

を集める外耳、その奥にある鼓膜が振動し中耳に届くと振動が増幅され、内耳（蝸

牛）に届きます。蝸牛は、音を感知する外有毛細胞と、音声情報を電気信号に変換し

て脳に伝えるラセン神経節細胞が存在しています。蝸牛に伝えられた振動は蝸牛

内のリンパ液を揺らし、その揺れを外有毛細胞がとらえてラセン神経節細胞で電気

信号に変え、最終的に大脳に信号が届き「音が聴こえる」というメカニズムです。

感音性難聴
有毛細胞は蝸牛の内側に並んでいて、その場所によって担当する周波数（音の高

さ）が違います。この細胞は一度ダメージを受けたり、減少すると、その箇所が担

う音を拾うことができなくなり、これが加齢性難聴をはじめとした感音性難聴の

主な原因となります。有毛細胞は一度障害されてしまうと再生せず、治療の方法

もないため、医学的に不可能とされています。

耳介
鼓膜 耳小骨

蝸牛

半規管 聴神経

外耳
音を集める

中耳
振動が増幅

内耳
音を感知

聴神経
電気信号で脳に届ける
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補聴器や集音器は①音を集めて、②アンプで音を増幅・加工し、③より大きな音を出す、という仕組み

で音を伝達します。しかし、肝心の音を拾う有毛細胞自体が機能していない場合、いくら音量を上げて

もその音は聴き取ることができません。

感音性難聴（加齢性難聴）では、特に高音域が聴き取りづらくなります。補聴器を使用していても言葉や会

話の聞き取りが難しい場合、語音明瞭度の低下が考えられます。つまり「音」としては聞こえていても「単

語」としては認識しづらく会話の聞き取りが困難になります。

それに対し、FILLTUNE CLEAR の心臓部分である Prestin® エンジンは、

有毛細胞の先のラセン神経節細胞に向けて直接的に、従来の圧電式骨伝

導の約 100 倍の微細振動を届けることができるよう設計・開発されてい

ます。

ラセン神経節細胞に直接的に全周波数を微細振動として届け
語音明瞭度も飛躍的に向上させる Prestin® エンジン

マイク

音を集める

音を増幅・加工

大きな音で伝達

アンプ

イヤホン

ラセン神経節細胞に直接的に超微細振動を届けるPrestin®
エンジン

アンプ

マイク

100倍
以上

従来の電圧式
骨伝導製品の

有毛細胞に
ダメージがあると

いくら大きな音でも
聞き取れない



FILLTUNE CLEAR に搭載される最新型の Prestin® エンジンは、

わずか 33ｇと小型化・高効率化された、特殊合金を採用。

磁気を与えると形状が変化する力（磁歪素子の弾性変位）を応用し、

10 万回 / 秒以上の微細振動を生み出すことにより、従来の圧電式骨

伝導の約 100 倍の音声情報を届けることができます。これにより、既

存の聴覚補助製品では困難であった子音部分を含む高周波数帯域

の音声を聴取でき、語音明瞭度の高い「聴こえ」を実現します。

Prestin® エンジンにより、音の量や、有毛細胞の障害の有無、

そして、従来の骨伝導製品の課題であった側頭骨や皮下脂肪に

よる振動の減衰にも左右されずに、聴神経に電気信号を伝える

ラセン神経節細胞へ可聴全域の全周波数の音声情報を直接届

け、語音明瞭度を飛躍的に向上させることを可能にしました。

既存の聴覚補助製品では困難であった子音部分を含む
高周波数帯域の音を聴取でき、語音明瞭度が飛躍的に向上。

語音明瞭性06
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従来の補聴器もすごくいいんですけれども、

患者さんによっては「もっといい音を聞きたい」

「もっと自然な音を聞きたい」というニーズもあると思うんですよね。

そんな患者さんのニーズに、今回のさらに音がクリアになった

Prestin®エンジンの機器は応えられるのではないかなと思っています。

加我君孝（MD、phD）

東京大学  名誉教授
国立病院機構東京医療センター
臨床研究（感覚器）センター名誉センター長
日本耳科学会前理事長

園田定彦  医師

医療法人  友愛会  野尻中央病院　理事長

私が FILLTUNE CLEAR に感じたイメージを

言葉として表すなら「未来」です。

孤独になりがちな高齢者の皆さんが、

再びコミュニケーションと音楽の喜びを取り戻せる未来。

これはその未来を実現する製品です。
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FILLTUNE Full Wireless model “CLEAR”

開発中につき、記載している仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

Bluetooth Ver5.0

A2DP, AVRCP, HFP/SBC

超磁歪式骨伝導デバイス

Power/Vol+/Vol-/PLAY PAUSE

USB Type C

通話用 集音用 ( ステレオ )

4 時間（音楽） 5 時間（集音）

1.5 時間

| 高さ | 約 176.4mm　| 幅 | 約 181.5mm　| ヘッドトップ幅 | 約 45.1mm

200g

充電用 USB ケーブル（マグネットタイプ USB TYPE-C to USB-A）

AC アダプター

USB Type-C　　3.5mm 変換アダプタ (LINE 入力用 )

保証書・取扱説明書

通信方式 

プロファイル

デバイス

ボタン

充電

マイク

動作時間

充電時間

サイズ

重量

同梱品
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左右の聴力が違います。左右の音量調整は可能ですか？

NFC に対応していますか？

Bluetooth の Multi Point には対応していますか？

Bluetooth の Multi pairing には対応していますか？

水滴や水に濡れても大丈夫ですか？

機器を消毒できますか？

製品の貸出しや返品はできますか？

東京都港区南青山 4-15-5 〒107-0062
03-5770-5823
www.filltune.com

Q:

Q:

Q:

Q:

Q:

Q:

Q:

【製品仕様について】

【製品の取扱について】

【購入にあたって】

可能です。

対応しておりません。

対応しております。２台同時接続が可能です。

対応しております。8 台まで登録可能です。

突然の雨など、日常生活でお使いいただく際の水濡れ程度は問題ありませんが完全防水仕様ではございません。

肌に直接当たる部分（耳、耳珠にあたる部分）についてはエタノール、二酸化塩素、次亜塩素酸などで消毒できます。

申し訳ございませんが、現在開発段階で、お貸出しできる機器がございません。
お試しいただける試聴機が完成いたしましたら、試聴できる場を設けたいと考えております。

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:


